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９月は新世代のための月間
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１．会長の時間
２．幹事報告
３．委員会報告
４．スマイルカード
５．内部卓話 宮丸龍昭会員「私の仕事について」
６．出席報告

平成２４年

克

6日 内部卓話 宮丸龍昭会員
13日 内部卓話 ロータリー財団セミナー報告
末宗為十委員長 他参加会員
20日 内部卓話 新開洋一会員
25日 家族親睦観月例会
(火)
18:30～ 米沢観光園

８月３０日

の記録

夜間納涼例会 18:30～ 米沢観光園
開会点鐘
 ソ ン グ

手に手つないで

 ゲ ス ト

「ヴァンダンジュ」オーナーソムリエ 松野 浩氏、アシスタント 村上氏

 ビジター

なし

● 会長の時間

石部幸二会長

皆さん、こんばんは。

ストラン「ヴァンダンジュ」を経営しています、

本日は親睦委員長の発案で、残暑を吹き飛ばす

松野様とアシスタントの村上様にお越しいただき

納涼例会ということで、
おおいに飲んで、
食べて、

ました。松野様は大分で初めてソムリエの資格を

スタミナをつけてこの夏を乗り切りましょう。

取得した方で、今日は松野様にワインのお話を聞

また本日はゲストとして大分市でイタリアンレ

ＵＳＡ- ＯＩＴＡ
事務局

いて、ワインで乾杯したいと思います。
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宇佐ロータリークラブ

〒872-0032 大分県宇佐市江須賀2999-2 (株)ユニックス内
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＊９月の行事予定＊

＊本日のプログラム＊ （9月6日）

第２２１９回例会

会 長

弥

● 幹事報告

臼杵 確幹事

１．来信

臼杵 確幹事：夜例会を実行するにあたり、西中
委員長、幡手SAAには段取りをいただきありが

1)ロータリーの友 9月号；次週配布
2)地区より「会員増強について」･･･７月は2720地区
内で 53名入会、15名退会、実増38名
3)地区より「ブライダル交流パーティーのお知ら
せ」；9/15(土) 19時～ Ken’s Bar(大分市都町)
4)麻生ガバナー補佐より「第2グループ会長・幹事会
のお知らせ」；9/18(火) 19時～ ホテル清照
２．例会変更

廣瀬辰彦会員：ソムリエの松野様、村上様本日は
よろしくお願いします。
藤林鋭司会員：残暑お見舞い申し上げます。米澤
会員本日はお世話になります！
津々良洋一会員：本日はよろしくお願いします。
末宗為十会員：本日の納涼例会を楽しみましょう。
幡手一義会員：住本さん先週はおいしいブドウ有

杵築RC：9/13(木) 18:30～「三河苑」に変更；
観月例会の為

難うございました。今日はおいしいワインをい
ただきます。

中津中央RC：9/11(火) 18:30～「金色温泉」に
変更；観月例会の為

藤本博和会員：今日の納涼例会楽しみにしていま
す。ワインの話よろしくお願いします。

その他クラブ･･･別府RC、別府北RC、別府東RC
別府中央RC、湯布院RC
３．週報受理

とうございます。松野ソムリエようこそ。

佐々木正博会員：毎日暑いですが、
彼岸までです。
新開洋一会員：父の初盆の節には大変お世話にな

大分キャピタルRC

４．理事会報告

りました。有難うございました。
米澤哲也会員：皆様に初盆のお参りいただきまし

1)９月のプログラムについて承認致しました。
6日 内部卓話 宮丸龍昭会員
13日 内部卓話 Ｒ財団セミナー報告
末宗為十委員長 他出席会員
20日 内部卓話 新開洋一会員
27→25日(火) 例会変更 家族親睦観月例会
18:30～ 米沢観光園にて

て本当にありがとうございました。また本日は
よろしくお願いいたします。
松永忠昭会員：少し遅刻しました。すみません。
西中孝生会員：今日の納涼例会よろしくお願いし
ます。

ニコニコ累計

１５１，５００円

モリアルタRC来日参加
2)モリアルタRCへの留学生派遣について、希望
者の公募（会員の子供限定）をすることを承
認しました。

ヴァンダンジュ

５．お知らせ

オーナーソムリエ 松野 浩氏

1)＜社会奉仕委員会より＞9月1日(土) 朝6:30～
フラワーロード花壇の整備を行います。
６．欠席連絡

白ワインについて

和田久継会員

今日は、お招きいただ
きありがとうございます。
実は、石部会長と私の姉
が同級生でございまして、
ご縁があって、今回大分

● スマイルカード

西中孝生委員長

の方から参りました。

石部幸二会長：納涼例会ということで、暑さに負

本日は、短い時間ではありますが、白ワインの

けずに残暑を乗り越えましょう。西中親睦委員

テイスティングについてプロの方達が白ワインを

長大変お世話になります。本日は、松野さん、

どのように観察しテイスティングしているのかを

村上さんようこそいらっしゃいました。

ご説明したいと思います。

本来テイスティングでは、
扇風機などを止めて、

ルな香りが致しますが、時間が経つにつれて、

明るい所でおこないます。また、ワインの専門の

これがシュークリームのシューとか、バター

言葉がありますが、テイスティング自体は、それ

ビスケットの香りが出てきます。

らの事を覚えなくてもできます。
本日は、プロのワインの見方をご説明致します
ので、覚えて帰ってください。

飲み方と致しましては、テイスティング会場で
は、自分なんかは、空気を口に入れる感じで、ワ
インを口全体にまわして、色んな香り、味を楽し

まず、グラスの持ち方は、男性ではやはりがっ

みます。まっ、レストランではおやめください。

ちり持つのがよいと思われます。それから、前に

それでは、最後に、白ワインをテイスティング

お配りしております液体と正直に向き合って、別

するにあたって、まず外から見て、ディスクを見

にお世辞とか言わずに正直にその感想をおしゃる

て、脚を見て、涙を見て、緑が入っているかを見

事が大事です。

ます。
そういうふうにして、
白ワインを楽しめば、

本日は、石部会長の計らいで、有名な一流のワ
インをおもちしております。
今、皆様にお注ぎしております白ワインは、ぼ
くらで言うところのグロスキーな状態、液体が2
～3℃、
ビールが一番おいしい状態といわれてるの
と同じにしております。実は、今日のワインは、
ビールと同じくらいに冷やして下さいとお願いし
ております。そのワインは時間経つにつれて温度
が上がってまいります。その変化の状態を楽しん
で頂くために、お願いしました。
まず、グラスをもって頂いて、
1

目の高さまでグラスをあげます。

2

空気に触れている所、まっ透明の部分に注目
して下さい。

3

それが厚ければ、厚いほど、そのワインのア
ルコール濃度は、高いです。もしくは、ビン
テージがとてもよいのと、南国でとれたワイ
ンではないかと思われます。

4

このワインの液体に緑は、感じますか？緑は、
感じると思います。そのワインは、シャック
というぶどうで茎が緑の白ぶどうが入ってい
るワインです。

5

それから、グラスを傾けてください。

6

それをもとに戻して、流れ落ちるワインに注
目して下さい。これは、ワインの涙、もしく
はティアラと申します。

7

そのティアラが細くて長くて、ティアラの間
隔が狭いほど、そのワインは高級といわれて
おります。今現在は、香りを嗅ぐとトロピカ

また違ったワインを楽しむ事ができます。

● 出席報告

佐々木正博委員長

社会奉仕委員会 活動報告
◎9月1日(土) フラワーロード花壇草取り

第2219回（8月30日）

石部会長、辛島会員、川端会員、佐々木会員

会 員 総 数

33名

（内出席免除）
出

席

1名

数

30名

（ 内 事 前 MU）

0名

欠

席

数

2名

出

席

率

９３．７５％

佐藤会員、末宗会員、砂山会員、園会員
津々良会員、西中会員、幡手会員、藤林会員
藤本会員、宮丸会員、和田会員、松永会員
（１６名参加）

欠席者
是永潤一会員、和田久継会員
※出席率の更正
◎8月23日の出席率は1名のメークアップ
により84.85％→８７．８８％に更正
事後メークアップ
米澤哲也会員（宇佐八幡RC）
Before

Doing

秘密兵器

～～近隣クラブ例会案内～～
豊後高田 (火) ひまわり荘
中津中央 (火) グランプラザ中津ホテル
中

津 (水) グランプラザ中津ホテル

宇佐2001 (水) 宇佐ホテルリバーサイド
19:00～
中津平成 (木) グランプラザ中津ホテル

After

宇佐八幡 (金) 宇佐ホテルリバーサイド
最新情報は『ロータリージャパン』
www.rotary.or.jp 「クラブ例会」に掲載
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