
（敬称略）

◇会員卓話頑張って下さい。

愛須 勝章、後藤 信博、本田 耕二、石井 達、

岩崎 泰人、泉 房次朗、片井 貢、木村 壽一、

小山 實、丸山 博之、中川 文恵、野村 憲司、

岡本 博、沖 史郎、佐田 一三、谷中 順次郎、

武田 静也、竹村 英一、上原 俊宏、山本 亘、

早稲田 清司、吉田 和枝、吉本 正美

◇一生懸命、卓話がんばります！！

（一部の人は頑張んでもいいとの声が）

橋本 隆、坂本 正人

◇お花頂きます。 玉置 和男

■本日のプログラムは内卓として橋本隆君と坂本正人

君による会員卓話です。

後ほど宜しくお願い致します。

■3月1日(日)りんくう国際物流センターにおいて、青

少年交換 日本文化学習会と地区委員会が開催されま

す。派遣候補生の倉山朗子さんとお母様、青少年交

換地区委員の武田静也君の3名に出席して頂きます。

ご苦労様ですが宜しくお願いいたします。

■本日は奉仕食となっております。ご協力よろしくお

願いいたします。

■例会日時変更

◎白浜ＲＣ

2月27日(金)→ 2月24日(火)19：00～

場所：民宿 望海

◎和歌山南ＲＣ

3月13日(金)→ 3月12日(木)18：30～

場所：ダイワロイネットホテル和歌山

（翌日より台湾姉妹ｸﾗﾌﾞ 岡山RCに記念式典出席

メンバー訪問の為）

■メークアップ

◎2月18日(水)ワールド大阪ＲＣ 野村憲司君

◎2月19日(木)田辺ＲＣ 丸山博之君

■回覧

◎和歌山県水上安全協会より

「水の事故統計資料『わかやまの水の事故』の送付」

◎ロータリーニュース

「RI日本事務局 財団室NEWS 2月号」

「会員増強詳細報告」「Reconnect」

◎ガバナー事務所より

「職業奉仕リーダーシップ賞受賞のお知らせ

橋本ＲＣ 松岡弘治様」

「クラブ会長会議のご案内」

「ROTEX主催行事『近代の日本の技術に触れてもらう

体験学習』のご案内」

◎2015-2016年度版 ロータリー手帳の申込表

今年度と同じサイズで製作しています。

申し込みをまとめて注文します。

支払はクラブ経費です。

■連絡

◎3月のロータリーレートは 1ドル＝118円です。

◎「識字率向上運動協賛のお願い」の募金箱と、年賀

状の書き損じはがき等の受付箱をＳＡＡ・親睦の机

に置いています。ご協力宜しくお願い致します。

募集物 ：

書損じ葉書（年賀葉書の書き損じ等）
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野村 憲司 君
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例会：毎週水曜日 12：30～

2015年2月25日（水）

会員数 義務免除 欠席者数 本日出席率

44名 3名 10名 75.61％

2月4日修正出席率 82.93%

司会者

唱 歌

谷中 順次郎 会長 出席報告

田辺東ロータリークラブ週報
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幹事報告



未使用切手（封筒、葉書に貼り付けられた状態でも可）

未使用テレフォンカード（1度でも使った物は不可）

現金 日本円（お札、硬貨何れも可）

協賛先 ： 日本ユネスコ協会連盟

◎親睦委員長

吉本正美君

ご存知の方もおられると思いますが

当クラブの会員 畔田実君のご尊父様

がお亡くなりになりました。

お通夜は2月26日（木）午後7時より

告別式は2月27日（金）午後1時より

場所は、みやび芳養ホールで行われます。

親睦委員さんは受付のお手伝いをお願い致します。

会員卓話

橋本 隆君

ウィスキーの話

還暦を迎えた会員の卓話ということでプログラムから

依頼されました。

どんな話をしようか迷っていたのですが、朝の連続テ

レビ小説で「マッサン」という竹鶴政孝氏の自叙伝でブー

ムが起きているウィスキーの話をさせていただくことに

します。

ウィスキーはいろいろな種類、分け方があるのですが、

シングルモルトウィスキーとブレンディドウィスキーに

分けることができます。

シングルモルトというのは名の通り、ひとつのオーク

の樽で取り出したもので、ブレンディドウィスキーとい

うのはブレンダーがいろんなウィスキーをブレンドした

ものです。だいたいシングルモルトと、グレーンモルト

を5対1程度の割合で混ぜていますが、そのレシピが製造

会社の門外不出の極秘事項です。

ウィスキーには５大ウィスキーといわれるものがあり

まして、スコッチウィスキー、アイリッシュウィスキー、

バーボン、カナディアンウィスキー、そして日本のウィ

スキーです。

WWBで日本の「山崎2013シェリーカスク」が最高得点

を取りグランプリに輝きました。ジャパニーズウィスキー

が世界に認められたということです。

ウィスキーのラベル貼ってあるWHYSKYという綴りです

がWHISKEYと書かれているものもあります。前者をキー

無し後者をキー付と呼びます。これはノンフィクション

作家の「開口健」が著書『洋酒天国』で語ったもので、

キー付はアイリッシュウィスキーに貼られています。

彼はサントリーの前身である壽屋に勤めていましたが、

その頃から作家活動をはじめ「はだかの王様」で芥川賞

を受賞しています。「ベトナム戦記」など多くの作品を

残していますが、「オーパ！」というエッセイで、世界

中を旅しながら釣りをして、ほとんどがキャッチアンド

リリースですが魚を逃がした後にウィスキーを飲みなが

ら時を楽しむという旅をしていました。

私がウィスキーに興味を持った理由が、彼のその時を

楽しむという行為にあります。

ウィスキーは3年以上熟成させたものしかウィスキー

と呼ぶことはできないのですが我々が口にするのは10年

以上樽詰めされたお酒です。10年17年21年と永い眠りか

らさめたウィスキーの長い時間を感じながら、また自分

の過去を振り返りながら飲む。そこにウィスキーの良さ

があると思います。

ウィスキーにはまたいろいろな飲み方もあります。

ストレート、オンザロック、ハーフロック、水割り、ハ

イボール、ミスト、トワイスアップ、ホットウィスキー

など、多種多様です。また、ブレンドの仕方は無限にあ

ります。バーボンしか飲まない人、スコッチしか飲まな

い人もいます。

こうして考えてみるとウィスキーには「ベスト」がな

いということです。あるのは「好み」だけいうことです。

私も還暦を迎えてひとり静かにグラスを傾けたいと思う

このごろです。

http://tanabe-east-rc.com/

本 日 の プ ロ グ ラ ム

委員会報告



会員卓話

坂本 正人 君

「My Rotary」アカウント登録

◎国際ロータリーでは、クラブ会員の皆様にRIホームペー

ジ「My Rotary」のご活用を広くお願いしています。し

かしながら、操作方法の不明瞭さやシステム環境が原因

で、多くのご質問を頂戴する事態が日常的に続いていま

す。RI日本事務局ではこのような状況を改善し、日本の

地区やクラブの実情に即したご対応を図るべく、「My R

otary」アカウント登録に必要な手引き書を作成されま

したので、資料のマニュアルをご参照ください。

2015年1月より、RI半期会費請求システムがシンプル

な方法になりました。請求額が記載された1枚の請求書

がRIより送られました。この請求書は8ページから成る

従来の複雑な半期報告書類に代わるもので、これまでの

ように金額を計算し直したり、調整したりする必要はあ

りません。新たに導入されるこのシステムへの移行をで

きるだけ円滑に進めるため、本年度の役員登録をRIへ行っ

ています。

「ｸﾗﾌﾞと地区の運営」よくあるご質問

◎クラブと会員のデータについて

・クラブと会員のデータは、誰が更新できますか。

ロータリークラブの場合：クラブの会長、幹事、クラ

ブ事務局職員、会計、会員増強委員長、ロータリー財団

委員長が更新できます。

クラブ請求書の金額は、1月1日と7月1日時点でロータ

リーのデータベースに記録されている会員実数に基づい

て計算されます。入会者と退会者に関する情報は、（入

退会発生から）30日以内（遅くとも1月1日または7月1日

まで）に報告してください。

・[Delete]ほかのクラブ会員の役職／役割は、どこで割

り当てることができますか。

[Delete]「クラブの例会情報」をクリックし、クラブ

役員の所定欄にて現・次期役員の情報を入力してくださ

い。入力の対象となるクラブの役職は、 会長、幹事、

クラブ常任事務職員、会計、会員増強委員長、ロータリー

財団委員長のみです。ローターアクトクラブ会長が入力

することができるのは、次期クラブ会長のみです。

◎公式名簿に掲載されるのは、クラブ会長、幹事、クラ

ブ常任事務職員の情報のみとなります。

・公式名簿（Official Directory）に掲載するために、

どのような情報を報告する必要がありますか。

2月1日までに、My ROTARYから以下の情報をご報告く

ださい：

1.次年度のクラブ役員（会長、幹事、クラブ事務局職員、

会計、ロータリー財団委員長、会員増強委員長）。た

だし、公式名簿に掲載されるのは、最初の3役のみとな

ります。現役員が次年度も同じ役職を務める場合でも、

毎年度あらためてご報告ください。

2.郵送先住所、Eメールアドレス、電話・ファックス番

号（最新のものであることをご確認ください）

3.クラブのEメールアドレス（ある場合）

4.クラブ例会の会場住所、曜日、時間

5.クラブ役員全員が郵送物を受け取ることができるクラ

ブ住所（可能な場合）

6.クラブの電話番号

◎会費の支払いについて

・オンラインで会費の支払いができるのは誰ですか。

オンラインで支払うことができるのは、ロータリーク

ラブの会長、幹事、クラブ事務局職員、会計、会員増強

委員長、ロータリー財団委員長です。

・オンラインでの支払いは、クレジットカードのみとなっ

ています。銀行振込みで支払うにはどうしたらよいでしょ

うか。

日本では、オンラインでのお支払いのほかに、銀行振

込みでお支払いいただけます。振込み先については、請

求書にある説明をご参照いただくか、国際ロータリー日

本事務局経理室（03-5439-5803）までお問い合わせくだ

さい。

・請求書に記載された会員数が、当クラブの会員数と違っ

ています。クラブ請求書の金額を調整することができま

すか。

いいえ、クラブ請求書の金額を調整することはできま

せん。請求書には、1月1日と7月1日現在の会員実数に基

づく請求額が記載されており、その金額通りにお支払い

いただく必要があります。請求額が正確なものとなるよ

う、クラブ会員情報への変更を随時（遅くとも1月1日と

7月1日までに）ご報告いただくことが大変重要となりま

す。

・請求書にはクラブ会員リストが添付されていますか。

2015年7月の請求書より、会員リストは添付されませ

ん。クラブ役員は、「会費を支払う／会費請求書を見る」

をクリックすると公式な会員リストをご覧いただけます。

・クラブの現時点での支払残高を確認するにはどうすれ

ばよいですか。

「クラブ未納金残高（毎日更新）」をクリックしてく

ださい。この報告書の情報は、最新の支払い情報と会員

情報を反映しています。

この機能は、地区ガバナーとガバナー補佐も利用するこ

とができます。

http://tanabe-east-rc.com/



風薫る早春の頃、つまり２月の末の例会の後、谷峯名

誉会員のお誘いで茶を楽しむこととなった。風雅とは

ほど遠い生活に埋もれている小生に特別の和の世界を

知らしめるべしとの配慮からの参加要請であったのだ

ろう。勿論、谷中会長の提灯持ちとしての参加である。

場所は湊本通りの「東はねも商店」様方。例会卓話で

橋本氏のウイスキーの蘊蓄とVERY OLD SCOTCH WHISKY

であるBallantine's １７年モノの味ではなくて薫り

を垣間見たばかりの乾いた鼻孔は、その時新たな香り

に飢えていたのである。

午後二時を少し過ぎた頃、例会場から徒歩で向かった。

茶席は初めて、経験ゼロの状態であり大いに緊張して

いたと思う。紺無地の袷に緑の馬乗り袴、結びは十文

字とし足袋は白とした。ただし会場は店先にしつらえ

た椅子席の茶席であったので苦手な正座に忍耐を重ね

ることはなかった。

そこで、一行物が柱に飾られ、一方

には梅の花が一枝生けられていた。

その一行物には、

梅花和雪香

：梅花、雪に和して香し

とあった。

その席で薄茶をいただき、ついで金

輪なる抹茶を使用してお茶を点てる

練習をしたのであった。なお、この

五字一句の背後には

不是一番寒徹骨

：是れ一番 かん寒 骨に徹せずんば

争得梅花僕鼻香

：争でか梅花の鼻を僕って香ばしきを得ん

の続があり、寒い長い苦難の時期を経て初めて梅

の花はかぐわしい香りを放つのだという意味らし い。

何はともあれ、東ハネモのご主人。谷峯先輩 ありが

とう。 文責 上原

茶席スナップ（提供：谷峯氏）
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