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本日　９月27日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「長期交換学生　挨拶」

茂森　碧那 氏、 レイチェル・リントン 氏

次週　10月４日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　地　区　大　会　内　容　発　表

第2350回　例会報告／平成29年９月20日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「我等の生業」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
台風18号はブーメラン台
風と呼ばれて、九州に上
がり、四国・本州の東北
地方を通り北海道に抜け
ました。高知県は昭和40

年代には相当被害がありましたが、幸いにも
今回は事なきを得たということです。
　先週は、情報集会にたくさんの会員の方に
参加いただきありがとうございました。今、
幹事へ書記の方から原稿が集まっていますの
で、集約して取り組んでいきたいと思いま
す。その中の一つに、会長・幹事・会計はこ
こにいつも座っているけど、それはどうなの
か。皆の席に行った方がいいのではという声
がありました。理事会で少し話をして決めて
報告させていただきます。
　11月に迫った地区大会は、全員の力をお借
りしないと成り立ちません。本日は猿田実行
委員長からお話がありますので、よろしくお
願いします。
　今週のガバナー随行員は、19日・天野会
員、寺尾会員、20日、21日・松野会員、永
会員、22日・岡本会員、島村会員です。私も
来週行きます。交通事故等気をつけてよろし
くお願いします。
　本日の卓話は関会員の「アルザス地方とブ

ルゴーニュのワインの旅」のお話です。楽し
みにしてください。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇地区大会について
　テーマは、今年のＲＩ会長の「ロータリー
へ変化をもたらそう」をそのまま使います。
　日程は11月11日㈮、記念ゴルフ大会、土佐
カントリークラブ、８時からですが、受付
等々、10名ほどのお手伝いをお願いします。
夜は、ＲＩ会長代理（地区協で第３ゾーンの
コーディネーターをしていただいた安満良明
パスト会長）を招いての晩餐会。ザ　クラウ
ンパレス新阪急高知で行われます。
　18日㈯。本会議の第１日目、県民文化ホー
ル、13時から17時30分。基調講演は司　葉子
さん（東京恵比寿ＲＣ・パスト会長）「ロー
タリーと私」というテーマで16時15分から。
その後、場所をザ クラウンパレス新阪急に移
して18時から大懇親会。
　19日㈰、本会議２日目。県民文化ホールで
９時から12時。この間にエクスカーション、
水上会員にお世話になり牧野植物園で８時50
分から10時50分。引率・福岡さん。記念講演
はケント・ギルバートさん「おもしろ大国・
日本」
　組織表は12の委員会があり各委員長は決
まっていて、その下に全員が配置されていま
すのでよろしくお願いします。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

●会長／石川　健　●幹事／土居祐三　●雑誌会報委員／髙橋卓弥・宇津木達也・西森良文
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

　地区大会とは、ガバナーが地区内クラブの
過半数の会長の合意によって、毎年開催する
ことになっています。目的は、１．地区の奉
仕プログラムやプロジェクトを紹介する。
２．奉仕活動にさらに参加するように、ロー
タリアンの意欲を高める。３．クラブレベル
をこえたロータリアンのビジョンを共有す
る。４．思い出に残る親睦の経験を楽しむ。
５．ロータリーの指導者と交流する機会を提
供する。
　他地区では、ガバナーの所属クラブとホス
トクラブが異なっていることが多いようです

が、当地区では、ガバナー輩出クラブがホス
トクラブを務めます。柳澤ガバナーを盛り立
てて、ホストクラブとしての役割を会員の皆
さまと、楽しく全員で果たしたいと思ってい
ます。また、会員のご婦人方、水曜会の皆さ
んにもご協力いただき、思い出に残る地区大
会にしたいと思っていますので、よろしくご
協力のほどお願いします。
◇幹　事　報　告
・本日６時半から城西館にてクラブ協議会を

行います。委員長さんは出席をお願いしま
す。

● ニコニコ箱 ●
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９月20日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
10月４日㈬　定例理事会
10月９日㈪　高知東ＲＣ創立記念日
10月11日㈬　創立記念夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス新阪急）
10月18日㈬　ロータリー休日
10月25日㈬　役員会
11月１日㈬　定例理事会
11月８日㈬　パスト会長会（得月樓）
11月17日㈮～19日㈰　地区大会
11月29日㈬　ガバナー補佐訪問
　　　　　　第４回クラブ協議会（例会終了後）
　　　　　　役員会　

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　９月28日㈭　職場例会
高知西ＲＣ　　９月29日㈮　創立記念夜間例会
香長ＲＣ　　　10月３日㈫　観月会
高知ＲＣ　　　10月３日㈫　７日㈯に変更
高知南ＲＣ　　10月５日㈭　月見例会
高知中央ＲＣ　10月５日㈭　６日㈮に変更
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月10日㈫　夜間例会
高知南ＲＣ　　10月12日㈭　10日㈫に変更
高知中央ＲＣ　10月12日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　10月17日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月17日㈫　ロータリー休日

　５月25日、朝一番の便で羽田に入り、ＡＮ
Ａでフランスへ。同伴者は私ども２人、東京
の女性、ＡＮＡのガイドの４名。行程はフラ
ンスの地図のとおり、リオン、ブルゴー
ニュ、アルサス、ワインロードを回った。パ
リからバスでリオンに向かい、リオンからア
ルサスに入って、それからライン川を回って
フランクフルトから帰りました。
　オーセールの町は古くからシャブリの収穫
地として栄えたところで、ヨンヌ川を遡り
セーヌ川に入り、パリにワインを運んでい
た。丘の上に高くそびえるセントティエンヌ
大聖堂は、ゴシック形式のいかめしい建物で
あるが、その前の通りは中世の香りが残る市
街になっている。
　マドレーヌ寺院には、ワインの店や土産物
店が建ち並ぶ参道を上がっていく。聖マド
レーヌの遺骨が埋葬されている古い寺院で多
くの巡礼者が訪れている。建築も傑作で見学
者も多い。
　リオンに入ると水量溢れる大河を渡るが、
これがローヌ川である。更に進んで渡る大河
がソーヌ川と呼ばれ、ローヌ川の支流であ

る。ホテルはソーヌ川に面したところにあ
り、背面の丘にフルヴィエール寺院がある。
遙か向こうにはアルプスが見え、年に数回は
モンブランも見られるという。リオンは古く
から絹織物産業が盛んで、絹織物業者が住ん
で居た場所は、今ではヴュー・リオンと呼ば
れ古く美しい街並みが残っている。
　リオンは美食に関してはフランス第一と言
われ、世界で活躍するグラン・シェフはリオ
ン出身者が多いそうである。ここで私たちは
日本人の現地ガイドも含め５人で、料理学校
でズッキーニのクリームと子羊の香草焼きを
学んだ。私も初めて、包丁で野菜を切り、３
時間余りでようやくできた。食べると、あっ
さりした味でおいしかった。
　ブルゴーニュは、旧サン・ヴァンサン大聖
堂を囲んで、ソーヴィニヨンのぶどう畑が広
がっている。地下にワイン樽が並べられ試飲
した。ジャクリーヌ・ケネディ大統領夫人が
愛飲していたワインが紹介された。ボーヌは
古くからブルゴーニュワインの集積地として
知られ、ワインセラーも多い。旧市街は丸形
の城壁に囲まれ、ゴシック形式の古めかしい

「ブルゴーニュ・アルザス
　　　　　ワインロードの旅」

◇会員スピーチ 関　　淑公 会員

館が建ち並んでいる。外観は目立たないが中
に入ると、彩色瓦の屋根を持つ華やかな建物
である。ブルゴーニュ宮殿は今は市庁舎に
なっており、裏にはノートルダム寺院があ
る。天ぷら料理に合うソーヴィニヨンの白ワ
インを２本買った。
　郊外に出ると、いろいろなワインを造るワ
イン畑が広がっている。その一つ、１万ユー
ロのワインが売れたと言われるロマネコン
ティのワイン畑を訪れた。そこはピノノワー
ルの赤ワインが造られている。ノワールとは
フランス語で黒という意味で、赤黒いワイン
である。
　アルザスはドイツとの国境に近く、昔から
ドイツの影響が残るところで郷土料理など、
この地方独自の文化が根強く残っている。中
心都市はストラスブルグで、周りにワイン畑
がどこまでも広がっている。姉弟で経営する
ワイン会社を訪れ、お姉さんにワイン樽の倉
庫や展示室でワインを紹介してもらった。日
本語ぺらぺらの方だった。アルザスワインは
リースリングが主で、飲みやすい優しい白ワ
インである。リースリングを１ケース注文し
た。
　30年前にストラスブールを訪れたことがあ
る。ドイツ側からライン川を渡って入った。
そのときの旅行記を読むと、今回も全く同じ

コースであった。
　ノートルダム大聖堂は随分高い尖塔を誇り
143ｍある。外観の、石のレース編みと言わ
れる透かし細工で、美しく圧倒される。中は
薄暗いが周囲のステンドグラスは目に鮮やか
である。
　プチット・フランスの町はライン川の支流
イル川から水を引き込んだ運河があり、その
周りにはアルザス特有の木骨組の家々が立ち
並び、観光客が訪れている。船も通り、和や
かな眺めである。30年前に訪れたときと違っ
て、町は明るくなり人も多かった。
　コルマール、ライン川の上流にあり、古く
からアルザスワインの交易が盛んであった。
大戦の戦禍から免れ、旧市街に今も900年の
歴史を持つ木骨組の古い家が多く残っている。
　ストラスブールの最後の夜は、町中にある
レストランでリースリングを飲んで食事。翌
日、ライン川を渡ってフランクフルトから、
６月２日の朝、帰国した。９日間の旅だった
が、連日上天気に恵まれ、特にブルゴーニュ
ワインロードは雲一つ見られぬ青々とした空
だった。良いワインはこういう素晴らしい天
候に恵まれなければできないものと思った。
今は、アルザスワインの店から送ってきた
リースリングを飲みながら、回ってきたとこ
ろを思い浮かべている。

◇出席率報告

 ● 土居祐三　先週の情報集会、お疲れ様でし
た。貴重な意見ありがとうございました。本
日はクラブ協議会です。クラブ計画書を忘れ
ないようにお願いします。　　
 ● 猿田隆夫　先週、情報集会を欠席しました
が、そのとき、ＲＫＣ高知放送が当院にテレ
ビ取材に来院されました。スズメバチ被害に
ついての取材です。10分間取材、10秒放送で
した。

 ● 福岡満喜子　広島東洋カープ、２年連続の
優勝バンザイ！日本一になりますように。舞
い上がってバッチ忘れました。
 ● 前川美智子　ネームプレート持ち帰りのお
詫び。
 ● 水上　元　結婚記念日のお祝いありがとう
ございました。
 ● 岡本淳一　入会記念ありがとうございます。
再入会後、丸３年となりました。
 ● 鬼田知明　関さん、本日は卓話ありがとう
ございました。近森範久さん、クラブ協議会
に今夜出席できず申しわけありません。
 ● 川端信一郎　情報集会失念しました。大変
申しわけございませんでした。
 ● サロンイースト協力金として
◇遅刻・早退　２件

９月20日

９月６日

総数
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－1 58

出席
45
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0
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　　　　　　（ザ クラウンパレス新阪急）
10月18日㈬　ロータリー休日
10月25日㈬　役員会
11月１日㈬　定例理事会
11月８日㈬　パスト会長会（得月樓）
11月17日㈮～19日㈰　地区大会
11月29日㈬　ガバナー補佐訪問
　　　　　　第４回クラブ協議会（例会終了後）
　　　　　　役員会　

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　９月28日㈭　職場例会
高知西ＲＣ　　９月29日㈮　創立記念夜間例会
香長ＲＣ　　　10月３日㈫　観月会
高知ＲＣ　　　10月３日㈫　７日㈯に変更
高知南ＲＣ　　10月５日㈭　月見例会
高知中央ＲＣ　10月５日㈭　６日㈮に変更
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月10日㈫　夜間例会
高知南ＲＣ　　10月12日㈭　10日㈫に変更
高知中央ＲＣ　10月12日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　10月17日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月17日㈫　ロータリー休日

　５月25日、朝一番の便で羽田に入り、ＡＮ
Ａでフランスへ。同伴者は私ども２人、東京
の女性、ＡＮＡのガイドの４名。行程はフラ
ンスの地図のとおり、リオン、ブルゴー
ニュ、アルサス、ワインロードを回った。パ
リからバスでリオンに向かい、リオンからア
ルサスに入って、それからライン川を回って
フランクフルトから帰りました。
　オーセールの町は古くからシャブリの収穫
地として栄えたところで、ヨンヌ川を遡り
セーヌ川に入り、パリにワインを運んでい
た。丘の上に高くそびえるセントティエンヌ
大聖堂は、ゴシック形式のいかめしい建物で
あるが、その前の通りは中世の香りが残る市
街になっている。
　マドレーヌ寺院には、ワインの店や土産物
店が建ち並ぶ参道を上がっていく。聖マド
レーヌの遺骨が埋葬されている古い寺院で多
くの巡礼者が訪れている。建築も傑作で見学
者も多い。
　リオンに入ると水量溢れる大河を渡るが、
これがローヌ川である。更に進んで渡る大河
がソーヌ川と呼ばれ、ローヌ川の支流であ

る。ホテルはソーヌ川に面したところにあ
り、背面の丘にフルヴィエール寺院がある。
遙か向こうにはアルプスが見え、年に数回は
モンブランも見られるという。リオンは古く
から絹織物産業が盛んで、絹織物業者が住ん
で居た場所は、今ではヴュー・リオンと呼ば
れ古く美しい街並みが残っている。
　リオンは美食に関してはフランス第一と言
われ、世界で活躍するグラン・シェフはリオ
ン出身者が多いそうである。ここで私たちは
日本人の現地ガイドも含め５人で、料理学校
でズッキーニのクリームと子羊の香草焼きを
学んだ。私も初めて、包丁で野菜を切り、３
時間余りでようやくできた。食べると、あっ
さりした味でおいしかった。
　ブルゴーニュは、旧サン・ヴァンサン大聖
堂を囲んで、ソーヴィニヨンのぶどう畑が広
がっている。地下にワイン樽が並べられ試飲
した。ジャクリーヌ・ケネディ大統領夫人が
愛飲していたワインが紹介された。ボーヌは
古くからブルゴーニュワインの集積地として
知られ、ワインセラーも多い。旧市街は丸形
の城壁に囲まれ、ゴシック形式の古めかしい

「ブルゴーニュ・アルザス
　　　　　ワインロードの旅」

◇会員スピーチ 関　　淑公 会員

館が建ち並んでいる。外観は目立たないが中
に入ると、彩色瓦の屋根を持つ華やかな建物
である。ブルゴーニュ宮殿は今は市庁舎に
なっており、裏にはノートルダム寺院があ
る。天ぷら料理に合うソーヴィニヨンの白ワ
インを２本買った。
　郊外に出ると、いろいろなワインを造るワ
イン畑が広がっている。その一つ、１万ユー
ロのワインが売れたと言われるロマネコン
ティのワイン畑を訪れた。そこはピノノワー
ルの赤ワインが造られている。ノワールとは
フランス語で黒という意味で、赤黒いワイン
である。
　アルザスはドイツとの国境に近く、昔から
ドイツの影響が残るところで郷土料理など、
この地方独自の文化が根強く残っている。中
心都市はストラスブルグで、周りにワイン畑
がどこまでも広がっている。姉弟で経営する
ワイン会社を訪れ、お姉さんにワイン樽の倉
庫や展示室でワインを紹介してもらった。日
本語ぺらぺらの方だった。アルザスワインは
リースリングが主で、飲みやすい優しい白ワ
インである。リースリングを１ケース注文し
た。
　30年前にストラスブールを訪れたことがあ
る。ドイツ側からライン川を渡って入った。
そのときの旅行記を読むと、今回も全く同じ

コースであった。
　ノートルダム大聖堂は随分高い尖塔を誇り
143ｍある。外観の、石のレース編みと言わ
れる透かし細工で、美しく圧倒される。中は
薄暗いが周囲のステンドグラスは目に鮮やか
である。
　プチット・フランスの町はライン川の支流
イル川から水を引き込んだ運河があり、その
周りにはアルザス特有の木骨組の家々が立ち
並び、観光客が訪れている。船も通り、和や
かな眺めである。30年前に訪れたときと違っ
て、町は明るくなり人も多かった。
　コルマール、ライン川の上流にあり、古く
からアルザスワインの交易が盛んであった。
大戦の戦禍から免れ、旧市街に今も900年の
歴史を持つ木骨組の古い家が多く残っている。
　ストラスブールの最後の夜は、町中にある
レストランでリースリングを飲んで食事。翌
日、ライン川を渡ってフランクフルトから、
６月２日の朝、帰国した。９日間の旅だった
が、連日上天気に恵まれ、特にブルゴーニュ
ワインロードは雲一つ見られぬ青々とした空
だった。良いワインはこういう素晴らしい天
候に恵まれなければできないものと思った。
今は、アルザスワインの店から送ってきた
リースリングを飲みながら、回ってきたとこ
ろを思い浮かべている。

◇出席率報告

 ● 土居祐三　先週の情報集会、お疲れ様でし
た。貴重な意見ありがとうございました。本
日はクラブ協議会です。クラブ計画書を忘れ
ないようにお願いします。　　
 ● 猿田隆夫　先週、情報集会を欠席しました
が、そのとき、ＲＫＣ高知放送が当院にテレ
ビ取材に来院されました。スズメバチ被害に
ついての取材です。10分間取材、10秒放送で
した。

 ● 福岡満喜子　広島東洋カープ、２年連続の
優勝バンザイ！日本一になりますように。舞
い上がってバッチ忘れました。
 ● 前川美智子　ネームプレート持ち帰りのお
詫び。
 ● 水上　元　結婚記念日のお祝いありがとう
ございました。
 ● 岡本淳一　入会記念ありがとうございます。
再入会後、丸３年となりました。
 ● 鬼田知明　関さん、本日は卓話ありがとう
ございました。近森範久さん、クラブ協議会
に今夜出席できず申しわけありません。
 ● 川端信一郎　情報集会失念しました。大変
申しわけございませんでした。
 ● サロンイースト協力金として
◇遅刻・早退　２件

９月20日

９月６日

総数
－2 58
－1 58

出席
45
42

欠席
3
0

メイク
アップ HC出席率

77.59％

72.41％

出席率
94.64％

100％

8
15

西森良文会員「ハクちゃん」西森良文会員「ハクちゃん」
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本日　９月27日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「長期交換学生　挨拶」

茂森　碧那 氏、 レイチェル・リントン 氏

次週　10月４日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　地　区　大　会　内　容　発　表

第2350回　例会報告／平成29年９月20日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「我等の生業」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
台風18号はブーメラン台
風と呼ばれて、九州に上
がり、四国・本州の東北
地方を通り北海道に抜け
ました。高知県は昭和40

年代には相当被害がありましたが、幸いにも
今回は事なきを得たということです。
　先週は、情報集会にたくさんの会員の方に
参加いただきありがとうございました。今、
幹事へ書記の方から原稿が集まっていますの
で、集約して取り組んでいきたいと思いま
す。その中の一つに、会長・幹事・会計はこ
こにいつも座っているけど、それはどうなの
か。皆の席に行った方がいいのではという声
がありました。理事会で少し話をして決めて
報告させていただきます。
　11月に迫った地区大会は、全員の力をお借
りしないと成り立ちません。本日は猿田実行
委員長からお話がありますので、よろしくお
願いします。
　今週のガバナー随行員は、19日・天野会
員、寺尾会員、20日、21日・松野会員、永
会員、22日・岡本会員、島村会員です。私も
来週行きます。交通事故等気をつけてよろし
くお願いします。
　本日の卓話は関会員の「アルザス地方とブ

ルゴーニュのワインの旅」のお話です。楽し
みにしてください。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇地区大会について
　テーマは、今年のＲＩ会長の「ロータリー
へ変化をもたらそう」をそのまま使います。
　日程は11月11日㈮、記念ゴルフ大会、土佐
カントリークラブ、８時からですが、受付
等々、10名ほどのお手伝いをお願いします。
夜は、ＲＩ会長代理（地区協で第３ゾーンの
コーディネーターをしていただいた安満良明
パスト会長）を招いての晩餐会。ザ　クラウ
ンパレス新阪急高知で行われます。
　18日㈯。本会議の第１日目、県民文化ホー
ル、13時から17時30分。基調講演は司　葉子
さん（東京恵比寿ＲＣ・パスト会長）「ロー
タリーと私」というテーマで16時15分から。
その後、場所をザ クラウンパレス新阪急に移
して18時から大懇親会。
　19日㈰、本会議２日目。県民文化ホールで
９時から12時。この間にエクスカーション、
水上会員にお世話になり牧野植物園で８時50
分から10時50分。引率・福岡さん。記念講演
はケント・ギルバートさん「おもしろ大国・
日本」
　組織表は12の委員会があり各委員長は決
まっていて、その下に全員が配置されていま
すのでよろしくお願いします。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

●会長／石川　健　●幹事／土居祐三　●雑誌会報委員／髙橋卓弥・宇津木達也・西森良文
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

　地区大会とは、ガバナーが地区内クラブの
過半数の会長の合意によって、毎年開催する
ことになっています。目的は、１．地区の奉
仕プログラムやプロジェクトを紹介する。
２．奉仕活動にさらに参加するように、ロー
タリアンの意欲を高める。３．クラブレベル
をこえたロータリアンのビジョンを共有す
る。４．思い出に残る親睦の経験を楽しむ。
５．ロータリーの指導者と交流する機会を提
供する。
　他地区では、ガバナーの所属クラブとホス
トクラブが異なっていることが多いようです

が、当地区では、ガバナー輩出クラブがホス
トクラブを務めます。柳澤ガバナーを盛り立
てて、ホストクラブとしての役割を会員の皆
さまと、楽しく全員で果たしたいと思ってい
ます。また、会員のご婦人方、水曜会の皆さ
んにもご協力いただき、思い出に残る地区大
会にしたいと思っていますので、よろしくご
協力のほどお願いします。
◇幹　事　報　告
・本日６時半から城西館にてクラブ協議会を

行います。委員長さんは出席をお願いしま
す。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
352,200円

20,300円

372,500円

7,371円

554円

7,925円

359,571円

20,854円

380,425円
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９月20日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
10月４日㈬　定例理事会
10月９日㈪　高知東ＲＣ創立記念日
10月11日㈬　創立記念夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス新阪急）
10月18日㈬　ロータリー休日
10月25日㈬　役員会
11月１日㈬　定例理事会
11月８日㈬　パスト会長会（得月樓）
11月17日㈮～19日㈰　地区大会
11月29日㈬　ガバナー補佐訪問
　　　　　　第４回クラブ協議会（例会終了後）
　　　　　　役員会　

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　９月28日㈭　職場例会
高知西ＲＣ　　９月29日㈮　創立記念夜間例会
香長ＲＣ　　　10月３日㈫　観月会
高知ＲＣ　　　10月３日㈫　７日㈯に変更
高知南ＲＣ　　10月５日㈭　月見例会
高知中央ＲＣ　10月５日㈭　６日㈮に変更
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月10日㈫　夜間例会
高知南ＲＣ　　10月12日㈭　10日㈫に変更
高知中央ＲＣ　10月12日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　10月17日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月17日㈫　ロータリー休日

　５月25日、朝一番の便で羽田に入り、ＡＮ
Ａでフランスへ。同伴者は私ども２人、東京
の女性、ＡＮＡのガイドの４名。行程はフラ
ンスの地図のとおり、リオン、ブルゴー
ニュ、アルサス、ワインロードを回った。パ
リからバスでリオンに向かい、リオンからア
ルサスに入って、それからライン川を回って
フランクフルトから帰りました。
　オーセールの町は古くからシャブリの収穫
地として栄えたところで、ヨンヌ川を遡り
セーヌ川に入り、パリにワインを運んでい
た。丘の上に高くそびえるセントティエンヌ
大聖堂は、ゴシック形式のいかめしい建物で
あるが、その前の通りは中世の香りが残る市
街になっている。
　マドレーヌ寺院には、ワインの店や土産物
店が建ち並ぶ参道を上がっていく。聖マド
レーヌの遺骨が埋葬されている古い寺院で多
くの巡礼者が訪れている。建築も傑作で見学
者も多い。
　リオンに入ると水量溢れる大河を渡るが、
これがローヌ川である。更に進んで渡る大河
がソーヌ川と呼ばれ、ローヌ川の支流であ

る。ホテルはソーヌ川に面したところにあ
り、背面の丘にフルヴィエール寺院がある。
遙か向こうにはアルプスが見え、年に数回は
モンブランも見られるという。リオンは古く
から絹織物産業が盛んで、絹織物業者が住ん
で居た場所は、今ではヴュー・リオンと呼ば
れ古く美しい街並みが残っている。
　リオンは美食に関してはフランス第一と言
われ、世界で活躍するグラン・シェフはリオ
ン出身者が多いそうである。ここで私たちは
日本人の現地ガイドも含め５人で、料理学校
でズッキーニのクリームと子羊の香草焼きを
学んだ。私も初めて、包丁で野菜を切り、３
時間余りでようやくできた。食べると、あっ
さりした味でおいしかった。
　ブルゴーニュは、旧サン・ヴァンサン大聖
堂を囲んで、ソーヴィニヨンのぶどう畑が広
がっている。地下にワイン樽が並べられ試飲
した。ジャクリーヌ・ケネディ大統領夫人が
愛飲していたワインが紹介された。ボーヌは
古くからブルゴーニュワインの集積地として
知られ、ワインセラーも多い。旧市街は丸形
の城壁に囲まれ、ゴシック形式の古めかしい

「ブルゴーニュ・アルザス
　　　　　ワインロードの旅」

◇会員スピーチ 関　　淑公 会員

館が建ち並んでいる。外観は目立たないが中
に入ると、彩色瓦の屋根を持つ華やかな建物
である。ブルゴーニュ宮殿は今は市庁舎に
なっており、裏にはノートルダム寺院があ
る。天ぷら料理に合うソーヴィニヨンの白ワ
インを２本買った。
　郊外に出ると、いろいろなワインを造るワ
イン畑が広がっている。その一つ、１万ユー
ロのワインが売れたと言われるロマネコン
ティのワイン畑を訪れた。そこはピノノワー
ルの赤ワインが造られている。ノワールとは
フランス語で黒という意味で、赤黒いワイン
である。
　アルザスはドイツとの国境に近く、昔から
ドイツの影響が残るところで郷土料理など、
この地方独自の文化が根強く残っている。中
心都市はストラスブルグで、周りにワイン畑
がどこまでも広がっている。姉弟で経営する
ワイン会社を訪れ、お姉さんにワイン樽の倉
庫や展示室でワインを紹介してもらった。日
本語ぺらぺらの方だった。アルザスワインは
リースリングが主で、飲みやすい優しい白ワ
インである。リースリングを１ケース注文し
た。
　30年前にストラスブールを訪れたことがあ
る。ドイツ側からライン川を渡って入った。
そのときの旅行記を読むと、今回も全く同じ

コースであった。
　ノートルダム大聖堂は随分高い尖塔を誇り
143ｍある。外観の、石のレース編みと言わ
れる透かし細工で、美しく圧倒される。中は
薄暗いが周囲のステンドグラスは目に鮮やか
である。
　プチット・フランスの町はライン川の支流
イル川から水を引き込んだ運河があり、その
周りにはアルザス特有の木骨組の家々が立ち
並び、観光客が訪れている。船も通り、和や
かな眺めである。30年前に訪れたときと違っ
て、町は明るくなり人も多かった。
　コルマール、ライン川の上流にあり、古く
からアルザスワインの交易が盛んであった。
大戦の戦禍から免れ、旧市街に今も900年の
歴史を持つ木骨組の古い家が多く残っている。
　ストラスブールの最後の夜は、町中にある
レストランでリースリングを飲んで食事。翌
日、ライン川を渡ってフランクフルトから、
６月２日の朝、帰国した。９日間の旅だった
が、連日上天気に恵まれ、特にブルゴーニュ
ワインロードは雲一つ見られぬ青々とした空
だった。良いワインはこういう素晴らしい天
候に恵まれなければできないものと思った。
今は、アルザスワインの店から送ってきた
リースリングを飲みながら、回ってきたとこ
ろを思い浮かべている。

◇出席率報告

 ● 土居祐三　先週の情報集会、お疲れ様でし
た。貴重な意見ありがとうございました。本
日はクラブ協議会です。クラブ計画書を忘れ
ないようにお願いします。　　
 ● 猿田隆夫　先週、情報集会を欠席しました
が、そのとき、ＲＫＣ高知放送が当院にテレ
ビ取材に来院されました。スズメバチ被害に
ついての取材です。10分間取材、10秒放送で
した。

 ● 福岡満喜子　広島東洋カープ、２年連続の
優勝バンザイ！日本一になりますように。舞
い上がってバッチ忘れました。
 ● 前川美智子　ネームプレート持ち帰りのお
詫び。
 ● 水上　元　結婚記念日のお祝いありがとう
ございました。
 ● 岡本淳一　入会記念ありがとうございます。
再入会後、丸３年となりました。
 ● 鬼田知明　関さん、本日は卓話ありがとう
ございました。近森範久さん、クラブ協議会
に今夜出席できず申しわけありません。
 ● 川端信一郎　情報集会失念しました。大変
申しわけございませんでした。
 ● サロンイースト協力金として
◇遅刻・早退　２件

９月20日

９月６日

総数
－2 58
－1 58

出席
45
42

欠席
3
0

メイク
アップ HC出席率

77.59％

72.41％

出席率
94.64％

100％
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本日　９月27日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「長期交換学生　挨拶」

茂森　碧那 氏、 レイチェル・リントン 氏

次週　10月４日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　地　区　大　会　内　容　発　表

第2350回　例会報告／平成29年９月20日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「我等の生業」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
台風18号はブーメラン台
風と呼ばれて、九州に上
がり、四国・本州の東北
地方を通り北海道に抜け
ました。高知県は昭和40

年代には相当被害がありましたが、幸いにも
今回は事なきを得たということです。
　先週は、情報集会にたくさんの会員の方に
参加いただきありがとうございました。今、
幹事へ書記の方から原稿が集まっていますの
で、集約して取り組んでいきたいと思いま
す。その中の一つに、会長・幹事・会計はこ
こにいつも座っているけど、それはどうなの
か。皆の席に行った方がいいのではという声
がありました。理事会で少し話をして決めて
報告させていただきます。
　11月に迫った地区大会は、全員の力をお借
りしないと成り立ちません。本日は猿田実行
委員長からお話がありますので、よろしくお
願いします。
　今週のガバナー随行員は、19日・天野会
員、寺尾会員、20日、21日・松野会員、永
会員、22日・岡本会員、島村会員です。私も
来週行きます。交通事故等気をつけてよろし
くお願いします。
　本日の卓話は関会員の「アルザス地方とブ

ルゴーニュのワインの旅」のお話です。楽し
みにしてください。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇地区大会について
　テーマは、今年のＲＩ会長の「ロータリー
へ変化をもたらそう」をそのまま使います。
　日程は11月11日㈮、記念ゴルフ大会、土佐
カントリークラブ、８時からですが、受付
等々、10名ほどのお手伝いをお願いします。
夜は、ＲＩ会長代理（地区協で第３ゾーンの
コーディネーターをしていただいた安満良明
パスト会長）を招いての晩餐会。ザ　クラウ
ンパレス新阪急高知で行われます。
　18日㈯。本会議の第１日目、県民文化ホー
ル、13時から17時30分。基調講演は司　葉子
さん（東京恵比寿ＲＣ・パスト会長）「ロー
タリーと私」というテーマで16時15分から。
その後、場所をザ クラウンパレス新阪急に移
して18時から大懇親会。
　19日㈰、本会議２日目。県民文化ホールで
９時から12時。この間にエクスカーション、
水上会員にお世話になり牧野植物園で８時50
分から10時50分。引率・福岡さん。記念講演
はケント・ギルバートさん「おもしろ大国・
日本」
　組織表は12の委員会があり各委員長は決
まっていて、その下に全員が配置されていま
すのでよろしくお願いします。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

●会長／石川　健　●幹事／土居祐三　●雑誌会報委員／髙橋卓弥・宇津木達也・西森良文
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

　地区大会とは、ガバナーが地区内クラブの
過半数の会長の合意によって、毎年開催する
ことになっています。目的は、１．地区の奉
仕プログラムやプロジェクトを紹介する。
２．奉仕活動にさらに参加するように、ロー
タリアンの意欲を高める。３．クラブレベル
をこえたロータリアンのビジョンを共有す
る。４．思い出に残る親睦の経験を楽しむ。
５．ロータリーの指導者と交流する機会を提
供する。
　他地区では、ガバナーの所属クラブとホス
トクラブが異なっていることが多いようです

が、当地区では、ガバナー輩出クラブがホス
トクラブを務めます。柳澤ガバナーを盛り立
てて、ホストクラブとしての役割を会員の皆
さまと、楽しく全員で果たしたいと思ってい
ます。また、会員のご婦人方、水曜会の皆さ
んにもご協力いただき、思い出に残る地区大
会にしたいと思っていますので、よろしくご
協力のほどお願いします。
◇幹　事　報　告
・本日６時半から城西館にてクラブ協議会を

行います。委員長さんは出席をお願いしま
す。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
352,200円

20,300円

372,500円

7,371円

554円

7,925円

359,571円

20,854円

380,425円

チビニコ 合　計

９月20日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
10月４日㈬　定例理事会
10月９日㈪　高知東ＲＣ創立記念日
10月11日㈬　創立記念夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス新阪急）
10月18日㈬　ロータリー休日
10月25日㈬　役員会
11月１日㈬　定例理事会
11月８日㈬　パスト会長会（得月樓）
11月17日㈮～19日㈰　地区大会
11月29日㈬　ガバナー補佐訪問
　　　　　　第４回クラブ協議会（例会終了後）
　　　　　　役員会　

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　９月28日㈭　職場例会
高知西ＲＣ　　９月29日㈮　創立記念夜間例会
香長ＲＣ　　　10月３日㈫　観月会
高知ＲＣ　　　10月３日㈫　７日㈯に変更
高知南ＲＣ　　10月５日㈭　月見例会
高知中央ＲＣ　10月５日㈭　６日㈮に変更
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月10日㈫　夜間例会
高知南ＲＣ　　10月12日㈭　10日㈫に変更
高知中央ＲＣ　10月12日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　10月17日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月17日㈫　ロータリー休日

　５月25日、朝一番の便で羽田に入り、ＡＮ
Ａでフランスへ。同伴者は私ども２人、東京
の女性、ＡＮＡのガイドの４名。行程はフラ
ンスの地図のとおり、リオン、ブルゴー
ニュ、アルサス、ワインロードを回った。パ
リからバスでリオンに向かい、リオンからア
ルサスに入って、それからライン川を回って
フランクフルトから帰りました。
　オーセールの町は古くからシャブリの収穫
地として栄えたところで、ヨンヌ川を遡り
セーヌ川に入り、パリにワインを運んでい
た。丘の上に高くそびえるセントティエンヌ
大聖堂は、ゴシック形式のいかめしい建物で
あるが、その前の通りは中世の香りが残る市
街になっている。
　マドレーヌ寺院には、ワインの店や土産物
店が建ち並ぶ参道を上がっていく。聖マド
レーヌの遺骨が埋葬されている古い寺院で多
くの巡礼者が訪れている。建築も傑作で見学
者も多い。
　リオンに入ると水量溢れる大河を渡るが、
これがローヌ川である。更に進んで渡る大河
がソーヌ川と呼ばれ、ローヌ川の支流であ

る。ホテルはソーヌ川に面したところにあ
り、背面の丘にフルヴィエール寺院がある。
遙か向こうにはアルプスが見え、年に数回は
モンブランも見られるという。リオンは古く
から絹織物産業が盛んで、絹織物業者が住ん
で居た場所は、今ではヴュー・リオンと呼ば
れ古く美しい街並みが残っている。
　リオンは美食に関してはフランス第一と言
われ、世界で活躍するグラン・シェフはリオ
ン出身者が多いそうである。ここで私たちは
日本人の現地ガイドも含め５人で、料理学校
でズッキーニのクリームと子羊の香草焼きを
学んだ。私も初めて、包丁で野菜を切り、３
時間余りでようやくできた。食べると、あっ
さりした味でおいしかった。
　ブルゴーニュは、旧サン・ヴァンサン大聖
堂を囲んで、ソーヴィニヨンのぶどう畑が広
がっている。地下にワイン樽が並べられ試飲
した。ジャクリーヌ・ケネディ大統領夫人が
愛飲していたワインが紹介された。ボーヌは
古くからブルゴーニュワインの集積地として
知られ、ワインセラーも多い。旧市街は丸形
の城壁に囲まれ、ゴシック形式の古めかしい

「ブルゴーニュ・アルザス
　　　　　ワインロードの旅」

◇会員スピーチ 関　　淑公 会員

館が建ち並んでいる。外観は目立たないが中
に入ると、彩色瓦の屋根を持つ華やかな建物
である。ブルゴーニュ宮殿は今は市庁舎に
なっており、裏にはノートルダム寺院があ
る。天ぷら料理に合うソーヴィニヨンの白ワ
インを２本買った。
　郊外に出ると、いろいろなワインを造るワ
イン畑が広がっている。その一つ、１万ユー
ロのワインが売れたと言われるロマネコン
ティのワイン畑を訪れた。そこはピノノワー
ルの赤ワインが造られている。ノワールとは
フランス語で黒という意味で、赤黒いワイン
である。
　アルザスはドイツとの国境に近く、昔から
ドイツの影響が残るところで郷土料理など、
この地方独自の文化が根強く残っている。中
心都市はストラスブルグで、周りにワイン畑
がどこまでも広がっている。姉弟で経営する
ワイン会社を訪れ、お姉さんにワイン樽の倉
庫や展示室でワインを紹介してもらった。日
本語ぺらぺらの方だった。アルザスワインは
リースリングが主で、飲みやすい優しい白ワ
インである。リースリングを１ケース注文し
た。
　30年前にストラスブールを訪れたことがあ
る。ドイツ側からライン川を渡って入った。
そのときの旅行記を読むと、今回も全く同じ

コースであった。
　ノートルダム大聖堂は随分高い尖塔を誇り
143ｍある。外観の、石のレース編みと言わ
れる透かし細工で、美しく圧倒される。中は
薄暗いが周囲のステンドグラスは目に鮮やか
である。
　プチット・フランスの町はライン川の支流
イル川から水を引き込んだ運河があり、その
周りにはアルザス特有の木骨組の家々が立ち
並び、観光客が訪れている。船も通り、和や
かな眺めである。30年前に訪れたときと違っ
て、町は明るくなり人も多かった。
　コルマール、ライン川の上流にあり、古く
からアルザスワインの交易が盛んであった。
大戦の戦禍から免れ、旧市街に今も900年の
歴史を持つ木骨組の古い家が多く残っている。
　ストラスブールの最後の夜は、町中にある
レストランでリースリングを飲んで食事。翌
日、ライン川を渡ってフランクフルトから、
６月２日の朝、帰国した。９日間の旅だった
が、連日上天気に恵まれ、特にブルゴーニュ
ワインロードは雲一つ見られぬ青々とした空
だった。良いワインはこういう素晴らしい天
候に恵まれなければできないものと思った。
今は、アルザスワインの店から送ってきた
リースリングを飲みながら、回ってきたとこ
ろを思い浮かべている。

◇出席率報告

 ● 土居祐三　先週の情報集会、お疲れ様でし
た。貴重な意見ありがとうございました。本
日はクラブ協議会です。クラブ計画書を忘れ
ないようにお願いします。　　
 ● 猿田隆夫　先週、情報集会を欠席しました
が、そのとき、ＲＫＣ高知放送が当院にテレ
ビ取材に来院されました。スズメバチ被害に
ついての取材です。10分間取材、10秒放送で
した。

 ● 福岡満喜子　広島東洋カープ、２年連続の
優勝バンザイ！日本一になりますように。舞
い上がってバッチ忘れました。
 ● 前川美智子　ネームプレート持ち帰りのお
詫び。
 ● 水上　元　結婚記念日のお祝いありがとう
ございました。
 ● 岡本淳一　入会記念ありがとうございます。
再入会後、丸３年となりました。
 ● 鬼田知明　関さん、本日は卓話ありがとう
ございました。近森範久さん、クラブ協議会
に今夜出席できず申しわけありません。
 ● 川端信一郎　情報集会失念しました。大変
申しわけございませんでした。
 ● サロンイースト協力金として
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