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第２５２０回 ２０１９年１１月２１日(木) 例会報告

○司 会 阿島征夫 SAA

【開会点鐘】12時30分 向山英雄 会長

ロータリーソング
「それでこそロータリー」
ソングリーダー

河辺光利 会員

来訪者紹介
卓話講師
フォレストイン昭和館 シニアソムリエ 今井恵介 様

東京立川RC 磯部弘志 様

会務報告 向山英雄 会長
1．本日は、竹前会員が久しぶりに参加して下
さいました。ご出産なさって本日からまた出
席して下さいますが、現役のロータリアンが
出産された云うことが多摩中グループでは
話題になっています。そんなに若い方がロ
ータリーにいらっしゃるのかと云うことです

が、我々のクラブには若い方が他にお二人おります。と多
摩中グループでお話しております。
今年も残すところ１ヶ月になり、夏には大きな台風が来て水
害などがありましたが、今年も「今年の漢字」が12月12日に
発表になります。昨年は災害の「災」でした。昨年を振り返
ると今年も「地震」「大雨」「台風」「猛暑」と大変な年でした。
どんな文字になるかと云うことです。これは、財団法人日本
漢字能力検定協会が募集しております。現在も募集中で
で興味のある方は応募も出来ます。ネットには予想として令
和の「令」が一番の候補に挙がっているようです。
今年1年間、残りの1ヶ月ちょっとは体力勝負になりますので
元気で過ごしていきたいと思います。

幹事報告 矢口 完 幹事
1．地区より「第7回奉仕の集い」開催の案内

日 時 2020年3月27日(金)
会 場 赤坂区民センター

2．「地区大会」開催の案内
日 時 2020年2月24日～25日

3．東京国立白うめRCより例会臨時変更の案
内が届いています。

4．「若手の会」開催の案内
日 時 12月11日(水)19時～ 石川酒造で開催

委員会・チーム報告
親睦活動出席チーム

多摩中グループ歴代会
報 告 篠 易男 パスト分区代理
毎年恒例になってありますが、11月は次年

度7月からのガバナー補佐、グループ幹事就
任にあたってのご挨拶と2020-21年度のガバ
ナー補佐、グループ幹事をどのクラブから選
出するかを議案とした「多摩中グループ歴代
会」が昨日「立川グランドホテル」で18時30分
より開催されました。
出席者は30名、昭島RCより井上会員、安保会員、相田会

員と私(篠会員)の４名が参加しました。
司会はグループ幹事の町田幹事があたり、ガバナー補佐

の田中ガバナー補佐より選出する経緯など趣旨説明をきまし
た。その後決定している次年度立川RCの尾内ガバナー補
佐、織原グループ幹事に自己紹介とご挨拶を頂きました。
2020-21年度のガバナー補佐、グループ幹事については

協議の結果、昭島中央RCから選出することが決まりました。
この後は、懇親会になってロータリーの今後についてなど

いろいろな話をして20時30分に閉会しました。

親睦活動出席チーム
ニコニコＢＯＸ発表 河辺光利 委員
向山会長 東京立川ロータリークラブの磯部

様、ようこそお越し下さいました。
今年も残すところ１ヶ月と少しです。
インフルエンザも流行り始めました。
健康に注意してガンバリましょう。
本日は今井恵介様、よろしくお願いします。
竹前さんお帰りなさい。

矢口幹事 本日の卓話講師今井恵介様、とても楽しみにしてい
ます。よろしくお願い致します。
立川RC磯部様、ようこそ。
竹前さん、お久しぶりですね。お子さん可愛いで
すね。

伊藤会員 今年度は昭島市社会福祉協議会法人化５０周年
にあたります。そのメインテーマは職員の総意に
より「えん」と決まりました。RCとのご縁を大事に乍
ら過ごしてまいります。皆様のご多幸とご繁栄を祈
念致しニコニコを>

出席報告 高橋信隆 委員

会員総数 出席免除 出席義務者 本日の出席

５５名 ６名 ４９名 ４０名

事前メークアップ 本日の出席率

３名 ８１.１３％
事前メーク 鈴木(圭)会員、安保会員、髙橋(文)
メークアップ なし

１９６８年１月２０日設立

２０１９-２０２０年度
国際ロータリー第２７５０地区多摩中グループ



【卓 話】
講師紹介 場崎浩一 会員
平素は大変お世話になっております。今日はこのような時

間を頂き、また、たっぷり時間を頂き、講師はたいへん喜んで
おります。
今日は皆様ご存じの通り、ボージョレヌーボの解禁日、11

月第3木曜日です。この日に例会が当たると云うことで、ありが
たいオファーを頂き、当ホテルが誇りますソムリエが卓話をさ
せて頂きます。本日は卓話が終わった後、酒屋に立ち寄って
1本買ってから帰りたくなるような話を聞かせて頂ければと思っ
ています。
卓話講師のプロフィールは、YMCA国際付属専門学校を

卒業しております。この学校は日本のホテルマンを育成する
草分け的な専門学校で、優秀な先生方とも私もお付き合いさ
せて頂いておりますが、その先生方より現在も「今井君大丈夫
ですか」と聞いて来られています。ある面可愛がられていた生
徒だったと思います。卒業後に外資系に就職しておりました
が、オークラに研修に行っておりましたので、当昭和館がオー
プンするなら、ぜひ再就職したいとという希望でした。開業以
来ですので20年間皆様には可愛がって頂いております。今
後ともよろしくお願い致します。

テーマ「新酒ワインの愉しみ」
フォレストイン昭和館 シニアソムリエ 今井恵介 様

本日はこのような機会を頂きありがとうご
ざいます。
今年のボージョレヌーボは11月21日第3

木曜日に解禁ですが、私もまだ飲んでおり
ませんが、悪天候でいつもより生産量が三
割程度落ち込んでいるようです。味は一生
懸命に頑張ったお陰で例年通りの味わい
とバランスの取れたワインと聞いております。
始めに「ボージョレヌーボ」とは、フランス

ブルゴーニュ地方の南に位置するボージョレ地区にて造られ
るワインです。ヌーボ(Noｕｖｅａｕ)は英語でニュー(Neｗ)のフラ
ンス語で“新しい”という意味です。品種はガメイという黒プドウ
を使用しています。ブルゴーニュだと赤ワイン用のブドウは“ピ
ノノワール”という品種を使っておりますが、あえて早熟タイプ
のガメイ種を使っています。
そのブドウを収穫して、その年に醸造されたワインです。マ

セラシオンカルボニック製法によりフレッシュな果実のワインが
出来上がります。なぜフレッシュかと申しますと、通常はブドウ
を潰してタンクに入れますが、大きなタンクに上から入れ、密
閉して重さで潰していく事により発酵が始まり二酸化炭素が発
生して、タンニンが少ない割に色が濃く、フレッシュなワインが
出来上がります。
輸入量は日本がダントツ1位で、生産量の50％を日本が占

めています。2位はアメリカで14％でとなっています。有名にな
った切っ掛けは日付変更線の関係で1番早く飲むことできる
事です。フランスのボージョレ解禁より日本は9時間前に、お
店に並びます。
ボージョレの特徴<解禁日> 11月の第３木曜日
1984年までは11月15日となっていました。日にちを決めて
しまうと土日祝日に当たってしまう日が出てしまい変更され

ました。
〈ボージョレワインのタイプ＞ ライトボディ
〈ワインの種類＞ 赤ワインとロゼワインのみ。

隣の地区に白ワインのヌーボーを生産す
るマコネ地区があります。

〈飲み方＞
1．早飲みタイプで出来れば、その年までに飲みきって下さい。
ワインのボトルは通常緑がかったボトルになっています。ボー
ジョレヌーボは透明のボトルを使用している場合があります。こ
れは熟成する必要がないためで、ワインは直射日光に弱く緑
色のボトルが使われています。

2．軽く冷やして飲む。
ボージョレワインの格付け
１．ボージョレ ボージョレ地区ならどこでも作られる。
２.ボージョレヴィラージュ ボージョレ地区の北側に位置され
た３８の村から産出されたワイン。

3．クリュボジョレ
最も良質な村でつくられたボージョレワイン１０の村。

１．Ｓｔ．Ａｎ！ｏｕｒ サンタム ール 優しい味のワイン
２．Ｃｈｅｎａｓ シェナス 樫の森という意味で、生産量は一番

少なく貴重なワイン
3.Ｊｕｌｉｅｎａｓ ジュリェナ 最北に位置していてフルボディなワ

イン
4.Ｃｈｉｒｏｕｂｌｅｓ 5.Ｂｒｏｕillｙ 6.Ｃｏtｅ ｄｅ Ｂｒｏｕ111ｙ
シ ル ー ブ ル プ ル イ イ コート ド プルイイ

７.Ｆｌｅｕｒｉｅ 8.Ｍｏｕｌｉｎ ａ Ｖｅｎt ９.Ｍｏｒｇｏｎ 10.Ｒｎｇｎiｅ
フルーリー ムーランナ ヴ ァン モルゴン レニェ

その他の新酒
1．イタリア ノヴェツロ(Noｖello) 解禁日10月30日 白、ロゼ、赤
2.スペイン ヌエボ (Nｕｅｖｏ) 解禁日11月11日 白、ロゼ、赤
3．ドイツ ディアノイエ(Der Neｕｅ)解禁日11月1日 白ワイン
4．オーストリア ホイリゲ(Heｕrige)解禁日11月11日 微発泡

の白ワイン
5．日本 山梨新酒 解禁日11月3日 白、赤

※この後、皆様より多くの質問がありました。

謝 辞 管理運営委員会 日恵野裕之委員長

記念品贈呈

閉会点鐘 向山英雄 会長

例会案内
１２月５日(木)第２５２２回例会

年次総会

左より
日恵野会員
向山会長、
シニアソムリエ今井恵介様
場崎会員
矢口幹事

村山会員 竹前先生、ご出産おめでとうございます。大先生
もさぞお喜びでしょうが、頑張って下さい。ご活躍
を期待しています。

畢 会員 久しぶりに竹前会員に会えてうれしいです。
私、日本語が上手になりましたよ。

竹前会員 おかげさまで無事に第二子、女の子を出産するこ
とが出来ました。今、７ヶ月目に入っており、母子
ともにとても元気です。
久しぶりに参加できてうれしくニコニコさせて頂き
ます。

丸鶴会員 皆様、いつもありがとうございます。
私事ですが、１０月末に閉店した拝島丸福には、

たくさんの方にご来店頂きましたことを心から感謝
申し上げます。また、お陰様をもちまして今月の２
７日に「和ごころつじまる」としてグランドオープン
する運びとなりました。この立ち上がりはロータリ
ーメンバーでなかったら成し遂げられなかったの
が事実です。皆様との繋がりに感謝をしてニコニ
コさせて頂きます。
忘年会お待ちしております。

日恵野会員 今井さん、本日はよろしくお願い致します。
磯部さんのご来訪を祝して。

本日の合計 66,000円
累 計 933,010円
予算達成まで 1,366,990円


