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先先先先々々々々週週週週の例会報告の例会報告の例会報告の例会報告    

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

 国内ビジター 1名   会 員 数  36名  
 外国ビジター 0名   出席規定適用免除  10名  
 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  22名  
 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  4名 

<6 月 3 日の出席率 87.50％> 
Make up を含む 5/13 の出席率 96.15％ 

中林・・・6 月になりました。最終月に入りまし

た。残り 1ヶ月頑張ります。 

朝槻・・・やんちゃ坊主殿の卓話を拝聴に参りま

した。 

長谷・・・尼崎学園事業おつかれさまでした。西

尾会員の卓話｢琥珀の誘い｣楽しみにし

ています。 

金髙・・・先日のコンペで良いことと悪いことが

ありました。 

松田・・・西尾会員の卓話、楽しみです。 

6 月となり、私が会長を務めさせていただくの

も、残すところあと、一ヶ月となりました。 

和歌山への日帰りバス旅行、尼崎学園児童との

コース料理でのマナー教室事業も無事終わり、6

月 10 日～12 日の台北百齢 RC 記念例会参加と、

台湾での旧 ICS事業が今年度最後の事業となりま

す。 

残りわずかですが、最後まで頑張りたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 ・・・・次年度国際次年度国際次年度国際次年度国際奉仕委員会奉仕委員会奉仕委員会奉仕委員会    

委員長委員長委員長委員長    中田中田中田中田    圭子圭子圭子圭子    

6月 15日(水)19時から 7月来日の短期留学生受

け入れについて次年度国際奉仕委員会会議を開催

します、場所等決まりましたらご連絡しますご予

定をよろしくお願いいたします。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2016 年 6 月 17 日 第 1593 回例会 
ロータリー親睦活動月間 

◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム    ◎次◎次◎次◎次週週週週((((6666 月月月月 24242424 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢四つのテスト四つのテスト四つのテスト四つのテスト｣｣｣｣♪♪♪♪    
････卓話卓話卓話卓話    
｢｢｢｢ゴルフが上手くなるエクササイズゴルフが上手くなるエクササイズゴルフが上手くなるエクササイズゴルフが上手くなるエクササイズ」」」」    
社団法人日本プロゴルフ協会社団法人日本プロゴルフ協会社団法人日本プロゴルフ協会社団法人日本プロゴルフ協会    AAAA級ティーチングプロ級ティーチングプロ級ティーチングプロ級ティーチングプロ    

大東大東大東大東    将敬氏将敬氏将敬氏将敬氏    
((((岡田岡田岡田岡田    耕平耕平耕平耕平会員会員会員会員紹介紹介紹介紹介))))    

････7777 月月月月度度度度定例理事定例理事定例理事定例理事会（会（会（会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    
･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ハロルド・アーレンハロルド・アーレンハロルド・アーレンハロルド・アーレン「「「「虹の彼方に虹の彼方に虹の彼方に虹の彼方に」」」」    

2012012012015555－－－－2012012012016666 年度年度年度年度        

国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長    K.R.K.R.K.R.K.R.ラビンドランラビンドランラビンドランラビンドラン    

                    〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか        ２．みんなに公平か２．みんなに公平か２．みんなに公平か２．みんなに公平か        ３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか        ４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか    

Be a gift to the worldBe a gift to the worldBe a gift to the worldBe a gift to the world    

世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう    

･最終例会（･最終例会（･最終例会（･最終例会（18181818：：：：00000000～～～～    ））））    

･懇親会（･懇親会（･懇親会（･懇親会（18181818：：：：30303030～～～～    ））））    

――――    ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告    ――――    

――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

・6月度の予定です。 

本日例会終了後、新旧合同クラブ協議会がありま

すので、出席義務者は出席よろしくお願い致しま

す。 

10日 台北百齢 RC例会出席の為休会 

17日 例会終了後 7月度定例理事会 

24日 最終例会(夜例会) 

お間違えの無いようにお願いします。 

――――    委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    ――――    

クラブの会費運営に伴う財政状態の改善と、事

務局経費の一層の経費削減を実施すべく、各会員

の皆様の名刺作成は次年度より各自専門業者に直

接委託いただくことになりました。会員の皆様方

には、ご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、各

自手配の程お願いいたします。 

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



｢｢｢｢琥珀の誘い琥珀の誘い琥珀の誘い琥珀の誘い｣｣｣｣    
西尾西尾西尾西尾    昌也昌也昌也昌也    

NHK の連ドラ｢マッサン｣で大ブームを巻き起

こしている琥珀(ウィスキー)のお話をしたいと思

います。 

ご承知の通り、日本では寿屋(現サントリー)の

創業者・鳥居信治郎が、1923 年(大正 12 年)に本

格ウィスキーの製造を決意し、山崎蒸留所を建設

しました。この時に、グラスゴー大学への留学を

終えて帰国していた竹鶴政孝を知り、高給で招い

て工場長とし、昭和４年、国内初の本格ウィスキ

ー｢サントリー白札｣を発売した。 

竹鶴はその前年、ウィスキーの商品化・販売ま

でに数年を要するため、信治郎が新事業として買

収した横浜のビール工場に移りビール事業の本格

化に寄与した。その後、山崎工場に戻り、任期の

満了と共に退社し、北海道余市に大日本果汁(ニッ

カウィスキーの前身)を設立し、昭和 15 年独自に

ニッカウヰスキーを発売した。この様に、日本の

ウィスキー造りの歴史は、まだ 1 世紀にも満たな

いにも拘わらず、世界の 5 大ウィスキーに数えら

れるほど伸張は著しい。 

｢世界の 5大ウィスキー｣とは、スコッチウィス

キー(スコットランド)・アイリッシュウィスキー

(アイルランド)・カナディアンウィスキー(カナ

ダ)・アメリカンウィスキー(アメリカ)・ジャパニ

ーズウィスキー(日本)です。 

ウィスキーの製造工程は、言葉にすると｢穀物を

発酵させて蒸留し、熟成させる｣と至ってシンプル

です。ジャパニーズウィスキーは、原料の二条大

麦を発芽させて麦芽を作り、それを乾燥させたも

のを砕いて温水と混ぜ合わせ、でんぷんから糖質

へと変化させる。次に、透明になるまで濾過して

できた麦汁を発酵。それをポットスチル(単式蒸留

機)で二度の蒸留(直火の初留と蒸気を使った間接

加熱の再留)によって発酵直後のアルコール 7％の

モロミが度数 70％まで濃縮されていく。その液体

の最初の部分と最後の部分を除き、真ん中の部分

のみを樽に詰めて熟成させる。樽はミズナラで作

られた樽に加え、北米産ホワイトオークやスパニ

ッシュオークの樽も使用しています。 

次にアメリカンウィスキー(バーボンウィスキ

ー・テネシーウィスキーとも呼ばれる)。その始ま

りは、ヨーロッパからの移民に始まり、その中で

スコットランドやアイルランドから渡った人々が

アメリカやカナダのウィスキー造りに関わったと

される。トウモロコシを原料に連続式蒸留機で造

られ、熟成は内側を焦がしたオークの新材しか使

用しない。新樽のみ使用するのは、アメリカンウ

ィスキー(バーボンウィスキー・テネシーウィスキ

ー)だけの特徴です。 

続いてカナディアンウィスキーですが、前述に

加え 1763 年にカナダがイギリス領となり、イギ

リスからの移民者が増えたのに併せてウィスキー

造りが活発化した。またカナダはアメリカと国境

を接する五大湖周辺で製粉業が発達し、その余剰

穀物からウィスキーを蒸留したのが始まりと言わ

れている。これも連続式蒸留機で蒸留され、特に

ライ麦の香味が特徴で、5 大ウィスキーの中でも

っともクセがなく、軽快で飲みやすい。3 年以上

の貯蔵が規定されている。 

次にアイリッシュウィスキーですが、原料は大

麦麦芽・未発芽大麦・ライ麦・小麦等で、大麦麦

芽にはピートによるスモーキーフレーバーはつけ

ない。蒸留機は大型単式蒸留機を使い 3回蒸留す

る。また熟成は、3年以上と定められている。 

最後になりましたが、ウィスキーと言えばやっ

ぱりスコッチウィスキーですね。スコッチウィス

キーとは、ピート(泥炭)の香りをつけた大麦麦芽

だけを原料として発酵させ、2 回もしくは 3 回ポ

ットスチル(単式蒸留機)で蒸留させ、オーク樽で

熟成させる。樽の貯蔵庫は一切温度調整されてお

らず、四季折々の気温と湿度のままに膨張したり

収縮したりする樽の中で原酒はゆっくり変化を遂

げていく。この過程で蒸発(揮発)によって奪われ

る部分を｢エンジェルスシェア・天使の分け前｣と

呼びます。また熟成させる樽もバーボン樽・シェ

リー樽・ワイン樽なども使用し、同じシングルモ

ルトでもその熟成させる樽によって、風味・色合

い・味覚がかわり楽しめます。 

＜ウィスキーの種類＞ 

① モルトウィスキー：大麦麦芽から造られるウ

ィスキー 

② シングルモルトウィスキー：単一の蒸留所で

製造されたモルトウィスキー 

③ シングルカスク：シングルモルトの中で選ば

れた一つの樽から瓶詰めされたウィスキー 

中野・・・尼崎学園事業、御苦労様でした。 

中田・・・5/28青少年奉仕委員会行事“尼崎学園”

三田ホテルありがとうございました。

西尾さん、卓話楽しみです。 

西尾・・・卓話します。ネタ切れで大変です。宜

しく！ 

岡田・・・西尾さん、卓話楽しみです。 

大蔭・・・祝事務所設立 35 年になりました。皆

様ありがとうございます。 

最終回のテンパーセント倶楽部、関

さん、大蔭さんクリアー！おめでと

う！中林会長、辻村幹事、岡本直前会

長、鹿野さんアウトで残念でした！ 

瀬尾・・・尼崎学園参加できず申し訳ありません

でした。 

曽我部・・右ヒザも大分良くなり、歩いて来ました。 

末永・・・先週欠席のお詫び。卓話楽しみです。 

 

 

――――    先先先先々々々々週週週週の卓話の卓話の卓話の卓話    ――――    

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥46464646,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999988888888,392 ,392 ,392 ,392 ----＞＞＞＞    



国際奉仕委員国際奉仕委員国際奉仕委員国際奉仕委員    鹿野鹿野鹿野鹿野    浩一浩一浩一浩一    

6月 11日 8時 30分に台北大倉ホテルをバスで

出発、2 時間半をかけて台湾原住民の住む福山部

落に到着しました。途中は山道なので気分が悪く

なるメンバーもいましたが、なんとか予定どおり

に無事到着、原住民のかたによる迎賓踊りで歓迎

され、自然の中にある素晴らしい教会に入り、韓

国ソウル南大門ロータリークラブ、台北百齢ロー

タリークラブ、大阪大手前ロータリークラブ 3 ク

ラブ合同の旧 ICS贈呈式を行い、その後、現地で

食事をして帰りました。 

あいにく天気は雨模様でしたが、贈呈式が終わ

るまではなんとかもってくれて無事に終わること

ができました。会長、幹事、その他参加されたメ

ンバーご苦労様でした。それから細かい心遣いで

大阪大手前ロータリークラブの面倒をみてくださ

った台北百齢ロータリークラブのメンバーの皆さ

まにはたいへん感謝します。 

国際奉仕委員国際奉仕委員国際奉仕委員国際奉仕委員    長谷長谷長谷長谷    裕代裕代裕代裕代    
2016年 6月 10日、関西空港から台北桃園空港

を経由して大阪大手前RC総勢24名で出席してま

いりました。 

台北百齢 RC29周年記念特別例会会場では歓迎

のハグと握手で迎えられました。司会は

Andrew/Cindy さん、Yoshiko 会長の点鐘で始ま

り国家斉唱、来賓の紹介、姉妹クラブからの贈り

物交換｢菲津賓 SAMPALOC 姉妹社、日本大前姉

妹社、韓国南大門姉妹社、香港吐露港扶輪社｣懇親

会では女性会員の真っ赤なドレスで素晴らしい踊

りにビックリ｢お稽古が大変｣と思いました。 

大阪大手前 RC も中林会長の三線の演奏で涙そ

うそうをみんなで歌いました。今年はいつもより

華やかでみんなで一緒盛り上がりました。 

④ ヴァッテッドウィスキー（ピュアモルトウィ

スキー）：いくつかの蒸留所のモルトウィスキ

ー原酒をブレンドしたウィスキー 

⑤ グレーンウィスキー：大麦麦芽以外の穀物も

使用して造られたウィスキーの総称でピート

香をつけない為、ほとんどがブレンデッドウ

ィスキーに使用する為に生産されている 

⑥ ブレンデッドウィスキー：複数のモルトウィ

スキー原酒と複数のグレーンウィスキー原酒

を混ぜたもの 

カスクストレングス：樽から加水せずにその

まま出したもの(通常は 40～43度) 

国際奉仕委員長国際奉仕委員長国際奉仕委員長国際奉仕委員長    河野河野河野河野    裕一裕一裕一裕一    

6月 10日(金)から 12日(日)の日程で台北に行っ

て来ました。当クラブから総勢 24 名で台北百齢

RC29周年記念例会と旧 ICS事業に参加いたしま

した。 

6月 10日、お昼に台北桃園空港に到着、今年も

多くの台北百齢 RC 会員の方々に出迎えて頂きま

した。記念撮影後バスで移動、ホテルまで送って

頂き少し休憩。今年は記念例会の会場が少し離れ

ていたのでバスで移動。記念例会は 18 時から始

まり、姉妹クラブの挨拶で中林会長が祝辞を述べ

記念品を贈呈いたしました。祝賀会では台北百齢

RCのパフォーマンス、Yoshiko会長の歌ととても

楽しい会でした。 

6 月 11 日、朝、旧 ICS 事業のためバスで高砂

族烏来福山部落に向かいました。山奥にあるため

すごい山道を 2時間半かけて行きました。渓谷の

景色はとてもきれいで、いたるところに滝があり

車窓からの景色は最高でした。夜はホテルの近く

の台北国際飯店でフェアウェルパーティーしてい

ただきました。賑やかでとても楽しいパーティー

でした。当クラブからも何曲も披露し大変盛り上

がりました。 

6月 12日、お昼前にバスでホテルを出発し、有

名な台湾料理のお店に連れて行っていただき昼食

を御馳走になりました。それから空港まで送って

頂き、無事帰国いたしました。 

今年も台北百齢 RC の会員・家族の方々には入

国から出国まで、本当にお世話になり感謝の気持

ちでいっぱいです。 

7 月 7 日から台北百齢 RC から 3 名の留学生が

来ます。少しでもこの感謝の気持ちをお返しでき

るように留学生たちには精一杯のことをしてあげ

たいと思います。次年度も変わらぬ皆様のご協力

をお願い致します。 

 

 

――――    旧旧旧旧 ICSICSICSICS 事業事業事業事業報告報告報告報告    ――――    

――――    台北百齢台北百齢台北百齢台北百齢 RCRCRCRC 記念例会記念例会記念例会記念例会報告報告報告報告    ――――    

――――    訪台訪台訪台訪台報告報告報告報告    ――――    
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帰国する日、空港への途中で昼ご飯をご馳走に

なりました。台北百齢 RCの TOTOさんが選んで

くれた単品のコースでしたが、どれも最高におい

しかったです。 

会の最初によしこ会長、中林会長が話され、来

年の 30 周年に向け両クラブの意気込みを語り合

いました。中林会長は来年は｢30 周年にちなんで

30 名以上で参加します！｣と豪語されました。誰

が集めるのでしょう？(笑) 

 今回は末永会員が初参加されました。さすが女

性ですね、綿密に計画を立てられ、東奔西走あち
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 大手前ロータリークラブ会員のみなさま、ごぶ

さたしております、お元気でいらっしゃいます

か？突然ですがお便りをします、昨日グェン君が

私の事務所に来て近況報告をしてくれましたので

この内容をお知らせします。 

 グェン君、今回は東京で｢たまご学会｣あるので

来たようですが大阪・東京の友人との商談も予定

しています。有限会社 TAMAGOは順調に成長し

ているようで卵日産一万個、目標の生卵ご飯が食

べられる卵の生産を成功させ、ハノイの日本料理

店・ホテル・ケーキ屋に販売しています。イーオ

ンや K-マートなどのスーパーとか日系のインタ

ーナショナルスクールなど、やはり付加価値の高

い商品を買える相手先がメインのようです。 

郊外に一万平方メートルの自社養鶏場を持ち、

昨年コンビニエンスストア 1 号店をオープン、別

会社を設立して工業ツールの販売をする。いま

TAMAGO社の資本金は 1千万、従業員数 15名で

す。関係する取引会社には、野菜の栽培、黒毛和

牛の飼育・精肉、養豚・精肉などがあります。 

今後も卵の生産、加工工場の設立、美味しいケ

ーキを生産したいと事業の拡大に関心があり、色

んな情報を日本の友人を通じて仕入したいようで

す。これからも日本との関係を強くして自国の環

境問題、食品の安全問題に貢献したと強い関心を

示していました。 

奥さんのズンチャンはヴェトナムから留学生を

日本に派遣する日本の会社のハノイ代表をしてお

り、家庭では長男 3歳長女 1歳の世話とかで大変

の様です。若いご夫妻は家庭会社とうまく切り回

しているようです。また次回こちらに来るときは

大手前ロータリークラブに是非寄るように金曜日

に来てほしいと伝えておきました。 

以上ご報告します。 

こちで見事に計画通り買い物をされ、観光もされ

ていました。来年も是非初参加の方がおられるこ

とを期待いたします。本当に楽しいですよ。 
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6月 11日(土)の夕刻に、台北国際飯店で、｢フェ

アウェルパーティー｣が催されました。Yoshiko 会

長の｢百齢ロータリークラブ｣の 29 周年式典の私

達のお祝い参画に対するお礼のご挨拶の後、中林

会長、河野国際奉仕委員長、岡本次年度会長、瀬

尾次年度幹事、中田次年度国際奉仕委員長から招

待と歓待への返礼の挨拶がありました。 

挨拶で、全員が力説していたのは、今夏の留学

生の受入れに関し、｢良い学び！がありますよ｣｢ど

うぞ、安心して！お任せください！｣との宣言があ

りました－さぞかし、3 人の留学生とご両親も、

安心されたことと思います。 

｢百齢 RC｣のメンバーから、情感のある歌を聞

いた後、極めつけは、中林会長の｢♪涙そうそう♪｣

の三味線の演奏と私達の合唱でした。中林会長の

三味線は、最高のエンターテイメントの演出でし

た。そして、私達の歌唱力は、練習の成果の程が

十二分に出ていました。 

それと、もう一つ、Mr.｢藍綬褒章｣の佐々木宏氏

が、｢ヘビー ローテーション｣を歌い、♪ I NEED 

YOU ♪ I WANT YOU ♪ I LOVE YOU ♪ と熱唱し

ていた姿に、複雑なものを感じました。 

それから、宴たけなわの最中、元留学生のひと

み、ちさと、ジェニファーのご両親から、彼等の

近況と勇躍振りを伺い、国際交流活動の意義を改

めて痛感しました－｢いつまでも、名残りは尽きま

せんでした」－謝々！&再見！ 
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