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本日　３月７日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「モンゴルのお祭りと日本の学生生活」

米山記念奨学生 オユン・ズブドエルデネ 氏

次週　３月14日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「私の研究について」

米山記念奨学生 ドュリヤサーット・ファーックファン 氏

第2368回　例会報告／平成30年２月28日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
先週は職場例会を欠席し
まして、寺尾副会長に代
理をお願いしました。牧
野先生のことをネットで
調べて、副会長にお願い

していましたが、少し間違いがあったよう
で、副会長にご迷惑をおかけしました。すみ
ませんでした。
　第42回ロータリー少年少女キャンプと2018
年度国際ロータリー年次大会トロント大会参
加募集案内が来ています。
　この度、３年間在籍された宇津木会員が岡
崎市の方に転勤されます。３月７日に送別会
を行いますので、参加をお願いします。
　米山翁は大正６年９月13日、政府特別経済
委員に任命され、８名で10月15日、横浜港か
らアメリカに行きます。当時49歳、三井銀行
の常務でした。大正７年、使節団はワシント
ンで元旦を迎えますが、米山翁は一人でダラ
スに福島喜三次さんに会いに行きます。福島
家に残されていたサイン帳には「はからずも
御親切になり、この地に新年を迎え候を長く
記念すべく候　大正７年１月元旦　米山梅
吉」という米山先生の証文が残っているそう
です。ワシントンとダラスは直線距離で2000
キロ、ほぼ高知から札幌間の距離です。大正

３年７月に第一次世界大戦が始まり、大正７
年11月に終戦です。
　福島さんは大正６年、ダラスのロータリー
クラブの会員になっており、日本人では最初
のロータリアンです。ロータリー文庫にある
福島朝子さんの「夫　福島喜三次のこと」の
中には、米山翁は、このときダラスのロータ
リークラブに福島さんのゲストとして出席し
たと記録があります。
　米山翁は大正３年に「新隠居論」を著し、
「世の中で信用され、貴重な経験をした老人、
なかんずく実業界の元老と言われる人は、よ
ろしく自分の仕事を若い人に譲って市町村の
世話、学校、病院など公共の事業に尽くして
欲しい」ということを、ロータリーを知る以
前に言っています。そして、米山翁は自らそ
れを実践しています。
　本日の卓話は、井上様よりワインについて
のお話です。よろしくお願いします。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇お　客　様
　高知西ＲＡＣ　　吉本美奈さん
◇親睦委員会より
　宇津木さんの送別会を３月７日㈬18時30分
より、当ホテル２階のマンダリンコートで行
います。出欠の締切は３月２日です。多くの
出席をお願いします。
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◇高知西ＲＡＣよりお知らせ
　我々高知西ＲＡＣが３月３日から開催され
る「土佐のおきゃく」に出店し、３日と４日、
中央公園にて「塩焼きそばのトマトソースが
け」を販売します。四万十ポーク、ニラ、シ
ョウガなど高知の食材のみを使用して高知風
塩焼きそばを作り、その上に、ＲＡＣの会員
の実家で取れたトマトを使用したソースをか
けた自信作です。
　私たちも県内外のお客さんと接して、おも
てなしをする中で少しでも高知県の活性化に
協力できたらと思っています。生ビールとハ
イボールも販売していますので、ぜひ、３月

３日と４日には、中央公園にお越しください。
　また、６月には高知西ＲＡＣがホストを務
め、2670地区のローターアクトクラブ第32回
地区大会も開催します。こちらも現在、仮登
録を受付中ですので、ぜひご登録、ご参加を
よろしくお願いいたします。ありがとうござ
いました。
◇会　長　報　告
・ＩＭへの出席のお礼状が届いています。
◇幹　事　報　告
・３月のロータリーレートは１ドル108円です。
・本日、例会終了後、役員会を行います。
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　四国カルストに代表されるように高知県並
びに四国は非常に良質な石灰に恵まれていま
す。私どもの会社は創業1880年、134年目を
迎え、私で６代目です。私どもが130年以上
続いたのも、世界的にも純度の高い石灰が取
れたことと、もう一つは私どもの会社のある
稲生は山があり、川が流れて船で石灰を浦戸
湾まで積み出して、そこから大きな船に載せ
換えて東京、大阪に搬出するという、非常に
立地条件がよかったということが栄えた理由
でもあります。
　皆さんは、石灰というと運動場や肥料用に
畑に蒔く、チョークなどを浮かべると思いま
すが、これらは、単価が非常に安いため、現
在私どもは大きく三つの事業を行っています。
一つは自動車分野です。自動車の窓枠の部分
にウェザーストリップというゴムがあります
が、ここに酸化亜鉛と酸化カルシウムという
薬品を配合すると耐久性が上がります。水や
音が入るのを防ぐという点において品質を向
上させるものです。二つ目は農業分野でＩＣ
ボルドーという農薬です。これは殺菌剤で、
虫ではなく菌に効くものです。ボルドーとい
う名のとおり、フランスでブドウ用に作られ
たのが由来でリンゴなど果実に使われます。
三つ目がファインケミカル。これが昔の石灰
のイメージを留めているもので、医薬、試薬、
食品添加物など非常に純度の高い石灰です。
量は少ないですが単価の高い製品です。
　海外にも展開しており、タイでは、粒の大
きなブドウを栽培して欲しいというロイヤル
プロジェクトに私どもが協力して感謝状を頂
戴しました。さらにベトナムでJICAにおけ
るＩＣボルドーの普及実証事業を行っていま
す。また、高知ではトマト栽培、トマトはス
ィーティア（甘い・涙の形）と名付けて、お
陰様でいろんな番組にも取り上げられました。

　私どもで生産しているＩＣボルドーという
農薬は、フランスのボルドー地域でできた農
薬で、1884年、当社の創業と同じ年にフラン
スで発明されたものです。ただ、これは作る
手間が非常に大変だったものを、私どもが濃
縮タイプに仕上げました。ボルドー液は天然
の鉱物からできていますので、有機栽培のも
使えるし残効性が長い、普通の薬が１週間ぐ
らいに比べてＩＣボルドーは３、４週間ぐら
い効きますので、防除に穴が開かないという
特徴があります。ＩＣボルドーはブドウ栽培
になくてはならない殺菌剤です。
　そこで、このＩＣボルドーの効果や安全性
を私どもで実証できないか。そしてブドウだ
け作るのでは面白くないので、ワインまで加
工してみようと思い立ち、2016年４月ワイナ
リーを設立しました。最初は、いろんな方か
ら「ブドウは高知じゃいかんで」「高知でワ
インなんかできるはずがない」と言われまし
た。けれど1回やってみます。駄目だったら
諦めますということで３年間かけて、やっと
平成28年お披露目会を行いました。当日は田
崎真也さんなどにもお越しいただきました。
　ブドウを取って機械に入れると、フサのヘ
タの部分と実の部分に勝手に分けてくれます
ので、実の部分だけをタンクに入れて醸造し
ていきます。白ワインと赤ワインは、根本的
にはブドウの品種が違うということがありま
すが、白ワインはブドウの皮と種を取って絞
ってから醸造します。赤ワインは皮と種も一
緒にします。ボルドーはブレンドされている
ワインで、ブルゴーニュは単一品種のブドウ
で作られるワインです。
　そんな中で、私たちが作ったのが「ＴＯＳ
Ａ」という名前のワインです。ラベルも少し
こだわりがあり、ＴＯＳＡのＯが高知の太陽
を表しています。高知の海と山と里と川をイ

■高知東ＲＣ当面の日程
情報集会
　３月13日㈫～15日㈭18：30～（城西館）
　３月14日㈬13：30～（ザ クラウンパレス）
３月21日㈬　休会（春分の日）
３月28日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会
４月４日㈬　定例理事会
４月11日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
４月18日㈬　役員会
４月25日㈬　例会変更→24日㈫
　　　　　　８ＲＣ合同夜間例会（三翠園）
５月２日㈬　ロータリー休日
５月９日㈬　定例理事会
５月23日㈬　第６回クラブ協議会
　　　　　　　現新合同（城西館）
５月30日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　３月８日㈭　職場例会
香長ＲＣ　　　３月13日㈫　3/25物部川河川敷清掃作業に変更
高知北ＲＣ　　３月19日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　３月22日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月23日㈮　職場例会
高知北ＲＣ　　３月26日㈪　花見家族合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月27日㈫　3/29花見例会に振替
香長ＲＣ　　　３月27日㈫　花見例会
高知南ＲＣ　　３月29日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月29日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月30日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　４月２日㈪　野外例会に振替
高知ＲＣ　　　４月３日㈫　グループ夜間例会
高知南ＲＣ　　４月５日㈭　植樹例会
高知中央ＲＣ　４月５日㈭　花見例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月10日㈫　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月17日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　４月19日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　４月23日㈪　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月27日㈮　4/24・８ＲＣ合同夜間例会

◇アンケート結果発表

１．例会回数について「現状の例会回数につ
いてどう思われますか」
◎設問

「現状のままでいい」
「少ない」
「多い」

（回答数40程）
・８割以上が現状のままでいい

◎意見
・ロータリー休日から次の例会まで２週

間は空けない方がいい
・100％出席重視より出席回数の確保が

重要
・少し多いような気もするが、毎週開催

の原則を崩したくない
・夜間例会の回数をもう少し増やして欲

しい。
・クラブとして、特に不都合が生じてい

ないならば変える必要はない。自分と
しては特に不都合があるようには思わ
ないが、不都合を見いだしている方が
いるのであれば、その理由を情報共有
して、議論に加わりたい。

※圧倒的多数が現状のままでいいという
回答でしたが、せっかくいただいた意
見ですので、次期会長、幹事も含めて
検討させていただきたい。

２．クラブ計画書と週報について
◎設問

「Ｂ５版の今のまま」
「Ａ４版にした方がいい」
「どちらでもよい」

（回答数40程）
・今のままでよい　　　12名
・Ａ４にした方がよい　10名
・どちらでもいい　　　19名

◎意見　
 ● Ｂ５版支持者

・日本古来のサイズを大切にしたい。
Ａ４は折れ曲がりきれいに立たない

・持ち運びに便利
 ● Ａ４版支持者

・制作経費は変わらない
・市内７クラブが既にＡ４版
・字が大きく見やすい
・Ａ４が世界標準、世界200カ国に

ロータリーがある。
・公文書は全てＡ４
・文字数は従来どおり、写真をもう少

し多く
※ご意見が拮抗しているので、これも次

期会長、幹事も含めて検討させていた
だきたい。

「ワインづくりを通して
　　　　　　　　根ざすこと」

◇ゲストスピーチ 井上ワイナリー株式会社代表取締役  井上　孝志 氏 （高知西ＲＣ）
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メージして、葉っぱは四国の形、グレー部分
が高知県です。高知県の中にさらに、赤いポ
チがあり、これが稲生と山北を表しています。
　山梨や長野のワインと競争できるわけでは
ありませんので、高知にしかないものと合わ
せよう。高知のカツオのタタキや土佐赤牛と
合う赤ワイン、これを目指そうというのがコ
ンセプトです。ただ、私たちだけがカツオに
合う、土佐赤牛に合うと言っても本当に合う
かどうか。慶応大学の先生が特許を取ってい
る味覚センサーレオという分析機がありま
す。これは、甘味・旨味・塩味・酸味・苦味
の基本５要素を電子的に測定して、味覚を判
断するという面白い装置で、いろんな食べ物
の相性を見るものです。ここで試験をしても
らいました。稲生と土佐赤牛は100点満点中
97点。山北とカツオの塩タタキは98.3点とい
う高得点で、少し自信を持ちました。
　高知は非常に食材が豊かです。しかし、私
からみると、全てが点々と独立しているイメ
ージがあって、これを何とか結び付けたい。
それはやはりワインではないか。点と点がつ
ながれば、高知観光の一助になるかもしれな
い。例えば、久礼や嶺北の畑でできれば面白
いなと思います。大げさかもしれませんが、

高知のワインバレーを目指したいなと。そし
て、土佐流のワインツーリズムで観光客に来
てもらいたい。もう一つ、最近、耕作放棄地
が増えています。そこを利用することによっ
て、雇用も創出でき地域おこしや観光振興に
もつながるのではないかと考えています。
　私が今大切にしているのは「全ては、たっ
た１人の本気から始まるんだ」という言葉で
す。最初は無理だと言われても、やってみた
い、本気になると、賛同してくださって応援
してくださる方がたくさん出てきました。本
気というのは覚悟を決めてやることだと思い
ます。まだまだ挑戦は続きますが、これから
も取り組んでいきます。
　私どもはまだ一般的な小売り、市販はして
いません。ＴＯＳＡワイン同盟の会員になっ
ていただいた方にお分けしています。ＴＯＳ
Ａワイン同盟は高知産の土佐ワインを愛し、
高知をさらに盛り上げるぜよ！という熱い思
いに賛同していただける方の集まりです。詳
しくはホームページにも記載していますので
ご覧ください。
　本日はお招きいただきありがとうございま
した。これからもどうぞよろしくお願いしま
す。

◇出席率報告

 ● 井上孝志　本日はお招きいただき、誠にあ
りがとうございました。これからも「ＴＯＳ
Ａ」の応援をお願いいたします。
 ● 石川　健　２月９日から15日、ハワイ島へ
行ってきました。沖さん、猿田さん、浦田さ
んはじめたくさんの方にお世話になりました。
4,200ｍ中2,900ｍまで登って（車で）星空を
観ました。子どものころ田舎で見た夜空を思
い出しました。
 ● 土居祐三　酒井建設、社長様、お安くお願
いします。
 ● 柳澤光秋　先週例会、内田さんの会、欠席
すみません。２月20日・21日、2580東京地区
大会、２月22日、ガバナー会、夫婦で出席。
２月24・25日、2790地区大会、2月26・27
日、2750地区、地区大会家内代理出席、18日
LYRA久礼、25日PETS新居浜、今週３日は
ＩＭ鳴門、4日八幡浜ＲＣ50周年です。　　
 ● 前田　博　バッチ忘れ。
 ● 猿田隆夫　２週間前、バッジ持ち帰りまし
た。先週、牧野植物園にバッジを付けて職場
例会に参加しましたが、誰一人バッジを付け

た人はいませんでした。バツが悪いことでし
た。
 ● 水上　元　牧野植物園で例会を開催してい
ただきありがとうございました。今後ともご
ひいきにしていただくようお願いします。
 ● 浦田健治　ちょっと病気をしておりました
が、本日よりお陰様をもって復帰できました。
この度は、人のご縁とご恩のありがたさを深
く感じ入っております。ありがとうございま
した。結婚祝いのお礼とあわせて。
 ● 鬼田知明　妻の誕生日のお礼、ありがとう
ございました。井上さん、本日は卓話をいた
だきありがとうございました。まだ、樹齢が
若いながら見事な品質のワインができている
と思います。樹齢を重ねるごとに、今後、も
っと素晴らしい品質になると確信しています。
５年後、120年後…が楽しみですね。本日は
出席できず申しわけございません。
 ● 中平真理子　入会16年が過ぎました。実感
がありません。
 ● 永光男　結婚記念日、品物お礼。
 ● 大川内孝典　結婚記念（33年目です）のお
祝いありがとうございます。
 ● 福岡満喜子　誕生日のお祝いありがとうご
ざいました。無事に年を重ねたことに皆さま
に感謝です。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件

２月28日

２月14日

総数
－5 57

出席
40

欠席
2

ロータリー休日

メイク
アップ HC出席率

70.18％

出席率
96.15％10

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,218,590円

59,250円

1,277,840円

13,951円

0円

13,951円

1,232,541円

59,250円

1,291,791円

チビニコ 合　計

２月28日
今期の累計

事務局・河野さん
「ベニスのワンコ Vol.2」

事務局・河野さん
「ベニスのワンコ Vol.2」
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本日　３月７日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「モンゴルのお祭りと日本の学生生活」

米山記念奨学生 オユン・ズブドエルデネ 氏

次週　３月14日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「私の研究について」

米山記念奨学生 ドュリヤサーット・ファーックファン 氏

第2368回　例会報告／平成30年２月28日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
先週は職場例会を欠席し
まして、寺尾副会長に代
理をお願いしました。牧
野先生のことをネットで
調べて、副会長にお願い

していましたが、少し間違いがあったよう
で、副会長にご迷惑をおかけしました。すみ
ませんでした。
　第42回ロータリー少年少女キャンプと2018
年度国際ロータリー年次大会トロント大会参
加募集案内が来ています。
　この度、３年間在籍された宇津木会員が岡
崎市の方に転勤されます。３月７日に送別会
を行いますので、参加をお願いします。
　米山翁は大正６年９月13日、政府特別経済
委員に任命され、８名で10月15日、横浜港か
らアメリカに行きます。当時49歳、三井銀行
の常務でした。大正７年、使節団はワシント
ンで元旦を迎えますが、米山翁は一人でダラ
スに福島喜三次さんに会いに行きます。福島
家に残されていたサイン帳には「はからずも
御親切になり、この地に新年を迎え候を長く
記念すべく候　大正７年１月元旦　米山梅
吉」という米山先生の証文が残っているそう
です。ワシントンとダラスは直線距離で2000
キロ、ほぼ高知から札幌間の距離です。大正

３年７月に第一次世界大戦が始まり、大正７
年11月に終戦です。
　福島さんは大正６年、ダラスのロータリー
クラブの会員になっており、日本人では最初
のロータリアンです。ロータリー文庫にある
福島朝子さんの「夫　福島喜三次のこと」の
中には、米山翁は、このときダラスのロータ
リークラブに福島さんのゲストとして出席し
たと記録があります。
　米山翁は大正３年に「新隠居論」を著し、
「世の中で信用され、貴重な経験をした老人、
なかんずく実業界の元老と言われる人は、よ
ろしく自分の仕事を若い人に譲って市町村の
世話、学校、病院など公共の事業に尽くして
欲しい」ということを、ロータリーを知る以
前に言っています。そして、米山翁は自らそ
れを実践しています。
　本日の卓話は、井上様よりワインについて
のお話です。よろしくお願いします。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇お　客　様
　高知西ＲＡＣ　　吉本美奈さん
◇親睦委員会より
　宇津木さんの送別会を３月７日㈬18時30分
より、当ホテル２階のマンダリンコートで行
います。出欠の締切は３月２日です。多くの
出席をお願いします。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST
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●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

◇高知西ＲＡＣよりお知らせ
　我々高知西ＲＡＣが３月３日から開催され
る「土佐のおきゃく」に出店し、３日と４日、
中央公園にて「塩焼きそばのトマトソースが
け」を販売します。四万十ポーク、ニラ、シ
ョウガなど高知の食材のみを使用して高知風
塩焼きそばを作り、その上に、ＲＡＣの会員
の実家で取れたトマトを使用したソースをか
けた自信作です。
　私たちも県内外のお客さんと接して、おも
てなしをする中で少しでも高知県の活性化に
協力できたらと思っています。生ビールとハ
イボールも販売していますので、ぜひ、３月

３日と４日には、中央公園にお越しください。
　また、６月には高知西ＲＡＣがホストを務
め、2670地区のローターアクトクラブ第32回
地区大会も開催します。こちらも現在、仮登
録を受付中ですので、ぜひご登録、ご参加を
よろしくお願いいたします。ありがとうござ
いました。
◇会　長　報　告
・ＩＭへの出席のお礼状が届いています。
◇幹　事　報　告
・３月のロータリーレートは１ドル108円です。
・本日、例会終了後、役員会を行います。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　四国カルストに代表されるように高知県並
びに四国は非常に良質な石灰に恵まれていま
す。私どもの会社は創業1880年、134年目を
迎え、私で６代目です。私どもが130年以上
続いたのも、世界的にも純度の高い石灰が取
れたことと、もう一つは私どもの会社のある
稲生は山があり、川が流れて船で石灰を浦戸
湾まで積み出して、そこから大きな船に載せ
換えて東京、大阪に搬出するという、非常に
立地条件がよかったということが栄えた理由
でもあります。
　皆さんは、石灰というと運動場や肥料用に
畑に蒔く、チョークなどを浮かべると思いま
すが、これらは、単価が非常に安いため、現
在私どもは大きく三つの事業を行っています。
一つは自動車分野です。自動車の窓枠の部分
にウェザーストリップというゴムがあります
が、ここに酸化亜鉛と酸化カルシウムという
薬品を配合すると耐久性が上がります。水や
音が入るのを防ぐという点において品質を向
上させるものです。二つ目は農業分野でＩＣ
ボルドーという農薬です。これは殺菌剤で、
虫ではなく菌に効くものです。ボルドーとい
う名のとおり、フランスでブドウ用に作られ
たのが由来でリンゴなど果実に使われます。
三つ目がファインケミカル。これが昔の石灰
のイメージを留めているもので、医薬、試薬、
食品添加物など非常に純度の高い石灰です。
量は少ないですが単価の高い製品です。
　海外にも展開しており、タイでは、粒の大
きなブドウを栽培して欲しいというロイヤル
プロジェクトに私どもが協力して感謝状を頂
戴しました。さらにベトナムでJICAにおけ
るＩＣボルドーの普及実証事業を行っていま
す。また、高知ではトマト栽培、トマトはス
ィーティア（甘い・涙の形）と名付けて、お
陰様でいろんな番組にも取り上げられました。

　私どもで生産しているＩＣボルドーという
農薬は、フランスのボルドー地域でできた農
薬で、1884年、当社の創業と同じ年にフラン
スで発明されたものです。ただ、これは作る
手間が非常に大変だったものを、私どもが濃
縮タイプに仕上げました。ボルドー液は天然
の鉱物からできていますので、有機栽培のも
使えるし残効性が長い、普通の薬が１週間ぐ
らいに比べてＩＣボルドーは３、４週間ぐら
い効きますので、防除に穴が開かないという
特徴があります。ＩＣボルドーはブドウ栽培
になくてはならない殺菌剤です。
　そこで、このＩＣボルドーの効果や安全性
を私どもで実証できないか。そしてブドウだ
け作るのでは面白くないので、ワインまで加
工してみようと思い立ち、2016年４月ワイナ
リーを設立しました。最初は、いろんな方か
ら「ブドウは高知じゃいかんで」「高知でワ
インなんかできるはずがない」と言われまし
た。けれど1回やってみます。駄目だったら
諦めますということで３年間かけて、やっと
平成28年お披露目会を行いました。当日は田
崎真也さんなどにもお越しいただきました。
　ブドウを取って機械に入れると、フサのヘ
タの部分と実の部分に勝手に分けてくれます
ので、実の部分だけをタンクに入れて醸造し
ていきます。白ワインと赤ワインは、根本的
にはブドウの品種が違うということがありま
すが、白ワインはブドウの皮と種を取って絞
ってから醸造します。赤ワインは皮と種も一
緒にします。ボルドーはブレンドされている
ワインで、ブルゴーニュは単一品種のブドウ
で作られるワインです。
　そんな中で、私たちが作ったのが「ＴＯＳ
Ａ」という名前のワインです。ラベルも少し
こだわりがあり、ＴＯＳＡのＯが高知の太陽
を表しています。高知の海と山と里と川をイ

■高知東ＲＣ当面の日程
情報集会
　３月13日㈫～15日㈭18：30～（城西館）
　３月14日㈬13：30～（ザ クラウンパレス）
３月21日㈬　休会（春分の日）
３月28日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会
４月４日㈬　定例理事会
４月11日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
４月18日㈬　役員会
４月25日㈬　例会変更→24日㈫
　　　　　　８ＲＣ合同夜間例会（三翠園）
５月２日㈬　ロータリー休日
５月９日㈬　定例理事会
５月23日㈬　第６回クラブ協議会
　　　　　　　現新合同（城西館）
５月30日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　３月８日㈭　職場例会
香長ＲＣ　　　３月13日㈫　3/25物部川河川敷清掃作業に変更
高知北ＲＣ　　３月19日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　３月22日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月23日㈮　職場例会
高知北ＲＣ　　３月26日㈪　花見家族合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月27日㈫　3/29花見例会に振替
香長ＲＣ　　　３月27日㈫　花見例会
高知南ＲＣ　　３月29日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月29日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月30日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　４月２日㈪　野外例会に振替
高知ＲＣ　　　４月３日㈫　グループ夜間例会
高知南ＲＣ　　４月５日㈭　植樹例会
高知中央ＲＣ　４月５日㈭　花見例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月10日㈫　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月17日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　４月19日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　４月23日㈪　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月27日㈮　4/24・８ＲＣ合同夜間例会

◇アンケート結果発表

１．例会回数について「現状の例会回数につ
いてどう思われますか」
◎設問

「現状のままでいい」
「少ない」
「多い」

（回答数40程）
・８割以上が現状のままでいい

◎意見
・ロータリー休日から次の例会まで２週

間は空けない方がいい
・100％出席重視より出席回数の確保が

重要
・少し多いような気もするが、毎週開催

の原則を崩したくない
・夜間例会の回数をもう少し増やして欲

しい。
・クラブとして、特に不都合が生じてい

ないならば変える必要はない。自分と
しては特に不都合があるようには思わ
ないが、不都合を見いだしている方が
いるのであれば、その理由を情報共有
して、議論に加わりたい。

※圧倒的多数が現状のままでいいという
回答でしたが、せっかくいただいた意
見ですので、次期会長、幹事も含めて
検討させていただきたい。

２．クラブ計画書と週報について
◎設問

「Ｂ５版の今のまま」
「Ａ４版にした方がいい」
「どちらでもよい」

（回答数40程）
・今のままでよい　　　12名
・Ａ４にした方がよい　10名
・どちらでもいい　　　19名

◎意見　
 ● Ｂ５版支持者

・日本古来のサイズを大切にしたい。
Ａ４は折れ曲がりきれいに立たない

・持ち運びに便利
 ● Ａ４版支持者

・制作経費は変わらない
・市内７クラブが既にＡ４版
・字が大きく見やすい
・Ａ４が世界標準、世界200カ国に

ロータリーがある。
・公文書は全てＡ４
・文字数は従来どおり、写真をもう少

し多く
※ご意見が拮抗しているので、これも次

期会長、幹事も含めて検討させていた
だきたい。

「ワインづくりを通して
　　　　　　　　根ざすこと」

◇ゲストスピーチ 井上ワイナリー株式会社代表取締役  井上　孝志 氏 （高知西ＲＣ）
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メージして、葉っぱは四国の形、グレー部分
が高知県です。高知県の中にさらに、赤いポ
チがあり、これが稲生と山北を表しています。
　山梨や長野のワインと競争できるわけでは
ありませんので、高知にしかないものと合わ
せよう。高知のカツオのタタキや土佐赤牛と
合う赤ワイン、これを目指そうというのがコ
ンセプトです。ただ、私たちだけがカツオに
合う、土佐赤牛に合うと言っても本当に合う
かどうか。慶応大学の先生が特許を取ってい
る味覚センサーレオという分析機がありま
す。これは、甘味・旨味・塩味・酸味・苦味
の基本５要素を電子的に測定して、味覚を判
断するという面白い装置で、いろんな食べ物
の相性を見るものです。ここで試験をしても
らいました。稲生と土佐赤牛は100点満点中
97点。山北とカツオの塩タタキは98.3点とい
う高得点で、少し自信を持ちました。
　高知は非常に食材が豊かです。しかし、私
からみると、全てが点々と独立しているイメ
ージがあって、これを何とか結び付けたい。
それはやはりワインではないか。点と点がつ
ながれば、高知観光の一助になるかもしれな
い。例えば、久礼や嶺北の畑でできれば面白
いなと思います。大げさかもしれませんが、

高知のワインバレーを目指したいなと。そし
て、土佐流のワインツーリズムで観光客に来
てもらいたい。もう一つ、最近、耕作放棄地
が増えています。そこを利用することによっ
て、雇用も創出でき地域おこしや観光振興に
もつながるのではないかと考えています。
　私が今大切にしているのは「全ては、たっ
た１人の本気から始まるんだ」という言葉で
す。最初は無理だと言われても、やってみた
い、本気になると、賛同してくださって応援
してくださる方がたくさん出てきました。本
気というのは覚悟を決めてやることだと思い
ます。まだまだ挑戦は続きますが、これから
も取り組んでいきます。
　私どもはまだ一般的な小売り、市販はして
いません。ＴＯＳＡワイン同盟の会員になっ
ていただいた方にお分けしています。ＴＯＳ
Ａワイン同盟は高知産の土佐ワインを愛し、
高知をさらに盛り上げるぜよ！という熱い思
いに賛同していただける方の集まりです。詳
しくはホームページにも記載していますので
ご覧ください。
　本日はお招きいただきありがとうございま
した。これからもどうぞよろしくお願いしま
す。

◇出席率報告

 ● 井上孝志　本日はお招きいただき、誠にあ
りがとうございました。これからも「ＴＯＳ
Ａ」の応援をお願いいたします。
 ● 石川　健　２月９日から15日、ハワイ島へ
行ってきました。沖さん、猿田さん、浦田さ
んはじめたくさんの方にお世話になりました。
4,200ｍ中2,900ｍまで登って（車で）星空を
観ました。子どものころ田舎で見た夜空を思
い出しました。
 ● 土居祐三　酒井建設、社長様、お安くお願
いします。
 ● 柳澤光秋　先週例会、内田さんの会、欠席
すみません。２月20日・21日、2580東京地区
大会、２月22日、ガバナー会、夫婦で出席。
２月24・25日、2790地区大会、2月26・27
日、2750地区、地区大会家内代理出席、18日
LYRA久礼、25日PETS新居浜、今週３日は
ＩＭ鳴門、4日八幡浜ＲＣ50周年です。　　
 ● 前田　博　バッチ忘れ。
 ● 猿田隆夫　２週間前、バッジ持ち帰りまし
た。先週、牧野植物園にバッジを付けて職場
例会に参加しましたが、誰一人バッジを付け

た人はいませんでした。バツが悪いことでし
た。
 ● 水上　元　牧野植物園で例会を開催してい
ただきありがとうございました。今後ともご
ひいきにしていただくようお願いします。
 ● 浦田健治　ちょっと病気をしておりました
が、本日よりお陰様をもって復帰できました。
この度は、人のご縁とご恩のありがたさを深
く感じ入っております。ありがとうございま
した。結婚祝いのお礼とあわせて。
 ● 鬼田知明　妻の誕生日のお礼、ありがとう
ございました。井上さん、本日は卓話をいた
だきありがとうございました。まだ、樹齢が
若いながら見事な品質のワインができている
と思います。樹齢を重ねるごとに、今後、も
っと素晴らしい品質になると確信しています。
５年後、120年後…が楽しみですね。本日は
出席できず申しわけございません。
 ● 中平真理子　入会16年が過ぎました。実感
がありません。
 ● 永光男　結婚記念日、品物お礼。
 ● 大川内孝典　結婚記念（33年目です）のお
祝いありがとうございます。
 ● 福岡満喜子　誕生日のお祝いありがとうご
ざいました。無事に年を重ねたことに皆さま
に感謝です。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件

２月28日

２月14日

総数
－5 57

出席
40

欠席
2

ロータリー休日

メイク
アップ HC出席率

70.18％

出席率
96.15％10

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,218,590円

59,250円

1,277,840円

13,951円

0円

13,951円

1,232,541円

59,250円

1,291,791円

チビニコ 合　計

２月28日
今期の累計

事務局・河野さん
「ベニスのワンコ Vol.2」

事務局・河野さん
「ベニスのワンコ Vol.2」
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本日　３月７日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「モンゴルのお祭りと日本の学生生活」

米山記念奨学生 オユン・ズブドエルデネ 氏

次週　３月14日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「私の研究について」

米山記念奨学生 ドュリヤサーット・ファーックファン 氏

第2368回　例会報告／平成30年２月28日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
先週は職場例会を欠席し
まして、寺尾副会長に代
理をお願いしました。牧
野先生のことをネットで
調べて、副会長にお願い

していましたが、少し間違いがあったよう
で、副会長にご迷惑をおかけしました。すみ
ませんでした。
　第42回ロータリー少年少女キャンプと2018
年度国際ロータリー年次大会トロント大会参
加募集案内が来ています。
　この度、３年間在籍された宇津木会員が岡
崎市の方に転勤されます。３月７日に送別会
を行いますので、参加をお願いします。
　米山翁は大正６年９月13日、政府特別経済
委員に任命され、８名で10月15日、横浜港か
らアメリカに行きます。当時49歳、三井銀行
の常務でした。大正７年、使節団はワシント
ンで元旦を迎えますが、米山翁は一人でダラ
スに福島喜三次さんに会いに行きます。福島
家に残されていたサイン帳には「はからずも
御親切になり、この地に新年を迎え候を長く
記念すべく候　大正７年１月元旦　米山梅
吉」という米山先生の証文が残っているそう
です。ワシントンとダラスは直線距離で2000
キロ、ほぼ高知から札幌間の距離です。大正

３年７月に第一次世界大戦が始まり、大正７
年11月に終戦です。
　福島さんは大正６年、ダラスのロータリー
クラブの会員になっており、日本人では最初
のロータリアンです。ロータリー文庫にある
福島朝子さんの「夫　福島喜三次のこと」の
中には、米山翁は、このときダラスのロータ
リークラブに福島さんのゲストとして出席し
たと記録があります。
　米山翁は大正３年に「新隠居論」を著し、
「世の中で信用され、貴重な経験をした老人、
なかんずく実業界の元老と言われる人は、よ
ろしく自分の仕事を若い人に譲って市町村の
世話、学校、病院など公共の事業に尽くして
欲しい」ということを、ロータリーを知る以
前に言っています。そして、米山翁は自らそ
れを実践しています。
　本日の卓話は、井上様よりワインについて
のお話です。よろしくお願いします。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇お　客　様
　高知西ＲＡＣ　　吉本美奈さん
◇親睦委員会より
　宇津木さんの送別会を３月７日㈬18時30分
より、当ホテル２階のマンダリンコートで行
います。出欠の締切は３月２日です。多くの
出席をお願いします。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST
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●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

◇高知西ＲＡＣよりお知らせ
　我々高知西ＲＡＣが３月３日から開催され
る「土佐のおきゃく」に出店し、３日と４日、
中央公園にて「塩焼きそばのトマトソースが
け」を販売します。四万十ポーク、ニラ、シ
ョウガなど高知の食材のみを使用して高知風
塩焼きそばを作り、その上に、ＲＡＣの会員
の実家で取れたトマトを使用したソースをか
けた自信作です。
　私たちも県内外のお客さんと接して、おも
てなしをする中で少しでも高知県の活性化に
協力できたらと思っています。生ビールとハ
イボールも販売していますので、ぜひ、３月

３日と４日には、中央公園にお越しください。
　また、６月には高知西ＲＡＣがホストを務
め、2670地区のローターアクトクラブ第32回
地区大会も開催します。こちらも現在、仮登
録を受付中ですので、ぜひご登録、ご参加を
よろしくお願いいたします。ありがとうござ
いました。
◇会　長　報　告
・ＩＭへの出席のお礼状が届いています。
◇幹　事　報　告
・３月のロータリーレートは１ドル108円です。
・本日、例会終了後、役員会を行います。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　四国カルストに代表されるように高知県並
びに四国は非常に良質な石灰に恵まれていま
す。私どもの会社は創業1880年、134年目を
迎え、私で６代目です。私どもが130年以上
続いたのも、世界的にも純度の高い石灰が取
れたことと、もう一つは私どもの会社のある
稲生は山があり、川が流れて船で石灰を浦戸
湾まで積み出して、そこから大きな船に載せ
換えて東京、大阪に搬出するという、非常に
立地条件がよかったということが栄えた理由
でもあります。
　皆さんは、石灰というと運動場や肥料用に
畑に蒔く、チョークなどを浮かべると思いま
すが、これらは、単価が非常に安いため、現
在私どもは大きく三つの事業を行っています。
一つは自動車分野です。自動車の窓枠の部分
にウェザーストリップというゴムがあります
が、ここに酸化亜鉛と酸化カルシウムという
薬品を配合すると耐久性が上がります。水や
音が入るのを防ぐという点において品質を向
上させるものです。二つ目は農業分野でＩＣ
ボルドーという農薬です。これは殺菌剤で、
虫ではなく菌に効くものです。ボルドーとい
う名のとおり、フランスでブドウ用に作られ
たのが由来でリンゴなど果実に使われます。
三つ目がファインケミカル。これが昔の石灰
のイメージを留めているもので、医薬、試薬、
食品添加物など非常に純度の高い石灰です。
量は少ないですが単価の高い製品です。
　海外にも展開しており、タイでは、粒の大
きなブドウを栽培して欲しいというロイヤル
プロジェクトに私どもが協力して感謝状を頂
戴しました。さらにベトナムでJICAにおけ
るＩＣボルドーの普及実証事業を行っていま
す。また、高知ではトマト栽培、トマトはス
ィーティア（甘い・涙の形）と名付けて、お
陰様でいろんな番組にも取り上げられました。

　私どもで生産しているＩＣボルドーという
農薬は、フランスのボルドー地域でできた農
薬で、1884年、当社の創業と同じ年にフラン
スで発明されたものです。ただ、これは作る
手間が非常に大変だったものを、私どもが濃
縮タイプに仕上げました。ボルドー液は天然
の鉱物からできていますので、有機栽培のも
使えるし残効性が長い、普通の薬が１週間ぐ
らいに比べてＩＣボルドーは３、４週間ぐら
い効きますので、防除に穴が開かないという
特徴があります。ＩＣボルドーはブドウ栽培
になくてはならない殺菌剤です。
　そこで、このＩＣボルドーの効果や安全性
を私どもで実証できないか。そしてブドウだ
け作るのでは面白くないので、ワインまで加
工してみようと思い立ち、2016年４月ワイナ
リーを設立しました。最初は、いろんな方か
ら「ブドウは高知じゃいかんで」「高知でワ
インなんかできるはずがない」と言われまし
た。けれど1回やってみます。駄目だったら
諦めますということで３年間かけて、やっと
平成28年お披露目会を行いました。当日は田
崎真也さんなどにもお越しいただきました。
　ブドウを取って機械に入れると、フサのヘ
タの部分と実の部分に勝手に分けてくれます
ので、実の部分だけをタンクに入れて醸造し
ていきます。白ワインと赤ワインは、根本的
にはブドウの品種が違うということがありま
すが、白ワインはブドウの皮と種を取って絞
ってから醸造します。赤ワインは皮と種も一
緒にします。ボルドーはブレンドされている
ワインで、ブルゴーニュは単一品種のブドウ
で作られるワインです。
　そんな中で、私たちが作ったのが「ＴＯＳ
Ａ」という名前のワインです。ラベルも少し
こだわりがあり、ＴＯＳＡのＯが高知の太陽
を表しています。高知の海と山と里と川をイ

■高知東ＲＣ当面の日程
情報集会
　３月13日㈫～15日㈭18：30～（城西館）
　３月14日㈬13：30～（ザ クラウンパレス）
３月21日㈬　休会（春分の日）
３月28日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会
４月４日㈬　定例理事会
４月11日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
４月18日㈬　役員会
４月25日㈬　例会変更→24日㈫
　　　　　　８ＲＣ合同夜間例会（三翠園）
５月２日㈬　ロータリー休日
５月９日㈬　定例理事会
５月23日㈬　第６回クラブ協議会
　　　　　　　現新合同（城西館）
５月30日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　３月８日㈭　職場例会
香長ＲＣ　　　３月13日㈫　3/25物部川河川敷清掃作業に変更
高知北ＲＣ　　３月19日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　３月22日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月23日㈮　職場例会
高知北ＲＣ　　３月26日㈪　花見家族合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月27日㈫　3/29花見例会に振替
香長ＲＣ　　　３月27日㈫　花見例会
高知南ＲＣ　　３月29日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月29日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月30日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　４月２日㈪　野外例会に振替
高知ＲＣ　　　４月３日㈫　グループ夜間例会
高知南ＲＣ　　４月５日㈭　植樹例会
高知中央ＲＣ　４月５日㈭　花見例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月10日㈫　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月17日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　４月19日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　４月23日㈪　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月27日㈮　4/24・８ＲＣ合同夜間例会

◇アンケート結果発表

１．例会回数について「現状の例会回数につ
いてどう思われますか」
◎設問

「現状のままでいい」
「少ない」
「多い」

（回答数40程）
・８割以上が現状のままでいい

◎意見
・ロータリー休日から次の例会まで２週

間は空けない方がいい
・100％出席重視より出席回数の確保が

重要
・少し多いような気もするが、毎週開催

の原則を崩したくない
・夜間例会の回数をもう少し増やして欲

しい。
・クラブとして、特に不都合が生じてい

ないならば変える必要はない。自分と
しては特に不都合があるようには思わ
ないが、不都合を見いだしている方が
いるのであれば、その理由を情報共有
して、議論に加わりたい。

※圧倒的多数が現状のままでいいという
回答でしたが、せっかくいただいた意
見ですので、次期会長、幹事も含めて
検討させていただきたい。

２．クラブ計画書と週報について
◎設問

「Ｂ５版の今のまま」
「Ａ４版にした方がいい」
「どちらでもよい」

（回答数40程）
・今のままでよい　　　12名
・Ａ４にした方がよい　10名
・どちらでもいい　　　19名

◎意見　
 ● Ｂ５版支持者

・日本古来のサイズを大切にしたい。
Ａ４は折れ曲がりきれいに立たない

・持ち運びに便利
 ● Ａ４版支持者

・制作経費は変わらない
・市内７クラブが既にＡ４版
・字が大きく見やすい
・Ａ４が世界標準、世界200カ国に

ロータリーがある。
・公文書は全てＡ４
・文字数は従来どおり、写真をもう少

し多く
※ご意見が拮抗しているので、これも次

期会長、幹事も含めて検討させていた
だきたい。

「ワインづくりを通して
　　　　　　　　根ざすこと」

◇ゲストスピーチ 井上ワイナリー株式会社代表取締役  井上　孝志 氏 （高知西ＲＣ）
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メージして、葉っぱは四国の形、グレー部分
が高知県です。高知県の中にさらに、赤いポ
チがあり、これが稲生と山北を表しています。
　山梨や長野のワインと競争できるわけでは
ありませんので、高知にしかないものと合わ
せよう。高知のカツオのタタキや土佐赤牛と
合う赤ワイン、これを目指そうというのがコ
ンセプトです。ただ、私たちだけがカツオに
合う、土佐赤牛に合うと言っても本当に合う
かどうか。慶応大学の先生が特許を取ってい
る味覚センサーレオという分析機がありま
す。これは、甘味・旨味・塩味・酸味・苦味
の基本５要素を電子的に測定して、味覚を判
断するという面白い装置で、いろんな食べ物
の相性を見るものです。ここで試験をしても
らいました。稲生と土佐赤牛は100点満点中
97点。山北とカツオの塩タタキは98.3点とい
う高得点で、少し自信を持ちました。
　高知は非常に食材が豊かです。しかし、私
からみると、全てが点々と独立しているイメ
ージがあって、これを何とか結び付けたい。
それはやはりワインではないか。点と点がつ
ながれば、高知観光の一助になるかもしれな
い。例えば、久礼や嶺北の畑でできれば面白
いなと思います。大げさかもしれませんが、

高知のワインバレーを目指したいなと。そし
て、土佐流のワインツーリズムで観光客に来
てもらいたい。もう一つ、最近、耕作放棄地
が増えています。そこを利用することによっ
て、雇用も創出でき地域おこしや観光振興に
もつながるのではないかと考えています。
　私が今大切にしているのは「全ては、たっ
た１人の本気から始まるんだ」という言葉で
す。最初は無理だと言われても、やってみた
い、本気になると、賛同してくださって応援
してくださる方がたくさん出てきました。本
気というのは覚悟を決めてやることだと思い
ます。まだまだ挑戦は続きますが、これから
も取り組んでいきます。
　私どもはまだ一般的な小売り、市販はして
いません。ＴＯＳＡワイン同盟の会員になっ
ていただいた方にお分けしています。ＴＯＳ
Ａワイン同盟は高知産の土佐ワインを愛し、
高知をさらに盛り上げるぜよ！という熱い思
いに賛同していただける方の集まりです。詳
しくはホームページにも記載していますので
ご覧ください。
　本日はお招きいただきありがとうございま
した。これからもどうぞよろしくお願いしま
す。

◇出席率報告

 ● 井上孝志　本日はお招きいただき、誠にあ
りがとうございました。これからも「ＴＯＳ
Ａ」の応援をお願いいたします。
 ● 石川　健　２月９日から15日、ハワイ島へ
行ってきました。沖さん、猿田さん、浦田さ
んはじめたくさんの方にお世話になりました。
4,200ｍ中2,900ｍまで登って（車で）星空を
観ました。子どものころ田舎で見た夜空を思
い出しました。
 ● 土居祐三　酒井建設、社長様、お安くお願
いします。
 ● 柳澤光秋　先週例会、内田さんの会、欠席
すみません。２月20日・21日、2580東京地区
大会、２月22日、ガバナー会、夫婦で出席。
２月24・25日、2790地区大会、2月26・27
日、2750地区、地区大会家内代理出席、18日
LYRA久礼、25日PETS新居浜、今週３日は
ＩＭ鳴門、4日八幡浜ＲＣ50周年です。　　
 ● 前田　博　バッチ忘れ。
 ● 猿田隆夫　２週間前、バッジ持ち帰りまし
た。先週、牧野植物園にバッジを付けて職場
例会に参加しましたが、誰一人バッジを付け

た人はいませんでした。バツが悪いことでし
た。
 ● 水上　元　牧野植物園で例会を開催してい
ただきありがとうございました。今後ともご
ひいきにしていただくようお願いします。
 ● 浦田健治　ちょっと病気をしておりました
が、本日よりお陰様をもって復帰できました。
この度は、人のご縁とご恩のありがたさを深
く感じ入っております。ありがとうございま
した。結婚祝いのお礼とあわせて。
 ● 鬼田知明　妻の誕生日のお礼、ありがとう
ございました。井上さん、本日は卓話をいた
だきありがとうございました。まだ、樹齢が
若いながら見事な品質のワインができている
と思います。樹齢を重ねるごとに、今後、も
っと素晴らしい品質になると確信しています。
５年後、120年後…が楽しみですね。本日は
出席できず申しわけございません。
 ● 中平真理子　入会16年が過ぎました。実感
がありません。
 ● 永光男　結婚記念日、品物お礼。
 ● 大川内孝典　結婚記念（33年目です）のお
祝いありがとうございます。
 ● 福岡満喜子　誕生日のお祝いありがとうご
ざいました。無事に年を重ねたことに皆さま
に感謝です。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件

２月28日

２月14日

総数
－5 57

出席
40

欠席
2

ロータリー休日

メイク
アップ HC出席率

70.18％

出席率
96.15％10

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,218,590円

59,250円

1,277,840円

13,951円

0円

13,951円

1,232,541円

59,250円

1,291,791円

チビニコ 合　計

２月28日
今期の累計

事務局・河野さん
「ベニスのワンコ Vol.2」

事務局・河野さん
「ベニスのワンコ Vol.2」
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本日　３月７日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「モンゴルのお祭りと日本の学生生活」

米山記念奨学生 オユン・ズブドエルデネ 氏

次週　３月14日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「私の研究について」

米山記念奨学生 ドュリヤサーット・ファーックファン 氏

第2368回　例会報告／平成30年２月28日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
先週は職場例会を欠席し
まして、寺尾副会長に代
理をお願いしました。牧
野先生のことをネットで
調べて、副会長にお願い

していましたが、少し間違いがあったよう
で、副会長にご迷惑をおかけしました。すみ
ませんでした。
　第42回ロータリー少年少女キャンプと2018
年度国際ロータリー年次大会トロント大会参
加募集案内が来ています。
　この度、３年間在籍された宇津木会員が岡
崎市の方に転勤されます。３月７日に送別会
を行いますので、参加をお願いします。
　米山翁は大正６年９月13日、政府特別経済
委員に任命され、８名で10月15日、横浜港か
らアメリカに行きます。当時49歳、三井銀行
の常務でした。大正７年、使節団はワシント
ンで元旦を迎えますが、米山翁は一人でダラ
スに福島喜三次さんに会いに行きます。福島
家に残されていたサイン帳には「はからずも
御親切になり、この地に新年を迎え候を長く
記念すべく候　大正７年１月元旦　米山梅
吉」という米山先生の証文が残っているそう
です。ワシントンとダラスは直線距離で2000
キロ、ほぼ高知から札幌間の距離です。大正

３年７月に第一次世界大戦が始まり、大正７
年11月に終戦です。
　福島さんは大正６年、ダラスのロータリー
クラブの会員になっており、日本人では最初
のロータリアンです。ロータリー文庫にある
福島朝子さんの「夫　福島喜三次のこと」の
中には、米山翁は、このときダラスのロータ
リークラブに福島さんのゲストとして出席し
たと記録があります。
　米山翁は大正３年に「新隠居論」を著し、
「世の中で信用され、貴重な経験をした老人、
なかんずく実業界の元老と言われる人は、よ
ろしく自分の仕事を若い人に譲って市町村の
世話、学校、病院など公共の事業に尽くして
欲しい」ということを、ロータリーを知る以
前に言っています。そして、米山翁は自らそ
れを実践しています。
　本日の卓話は、井上様よりワインについて
のお話です。よろしくお願いします。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇お　客　様
　高知西ＲＡＣ　　吉本美奈さん
◇親睦委員会より
　宇津木さんの送別会を３月７日㈬18時30分
より、当ホテル２階のマンダリンコートで行
います。出欠の締切は３月２日です。多くの
出席をお願いします。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST
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●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

◇高知西ＲＡＣよりお知らせ
　我々高知西ＲＡＣが３月３日から開催され
る「土佐のおきゃく」に出店し、３日と４日、
中央公園にて「塩焼きそばのトマトソースが
け」を販売します。四万十ポーク、ニラ、シ
ョウガなど高知の食材のみを使用して高知風
塩焼きそばを作り、その上に、ＲＡＣの会員
の実家で取れたトマトを使用したソースをか
けた自信作です。
　私たちも県内外のお客さんと接して、おも
てなしをする中で少しでも高知県の活性化に
協力できたらと思っています。生ビールとハ
イボールも販売していますので、ぜひ、３月

３日と４日には、中央公園にお越しください。
　また、６月には高知西ＲＡＣがホストを務
め、2670地区のローターアクトクラブ第32回
地区大会も開催します。こちらも現在、仮登
録を受付中ですので、ぜひご登録、ご参加を
よろしくお願いいたします。ありがとうござ
いました。
◇会　長　報　告
・ＩＭへの出席のお礼状が届いています。
◇幹　事　報　告
・３月のロータリーレートは１ドル108円です。
・本日、例会終了後、役員会を行います。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　四国カルストに代表されるように高知県並
びに四国は非常に良質な石灰に恵まれていま
す。私どもの会社は創業1880年、134年目を
迎え、私で６代目です。私どもが130年以上
続いたのも、世界的にも純度の高い石灰が取
れたことと、もう一つは私どもの会社のある
稲生は山があり、川が流れて船で石灰を浦戸
湾まで積み出して、そこから大きな船に載せ
換えて東京、大阪に搬出するという、非常に
立地条件がよかったということが栄えた理由
でもあります。
　皆さんは、石灰というと運動場や肥料用に
畑に蒔く、チョークなどを浮かべると思いま
すが、これらは、単価が非常に安いため、現
在私どもは大きく三つの事業を行っています。
一つは自動車分野です。自動車の窓枠の部分
にウェザーストリップというゴムがあります
が、ここに酸化亜鉛と酸化カルシウムという
薬品を配合すると耐久性が上がります。水や
音が入るのを防ぐという点において品質を向
上させるものです。二つ目は農業分野でＩＣ
ボルドーという農薬です。これは殺菌剤で、
虫ではなく菌に効くものです。ボルドーとい
う名のとおり、フランスでブドウ用に作られ
たのが由来でリンゴなど果実に使われます。
三つ目がファインケミカル。これが昔の石灰
のイメージを留めているもので、医薬、試薬、
食品添加物など非常に純度の高い石灰です。
量は少ないですが単価の高い製品です。
　海外にも展開しており、タイでは、粒の大
きなブドウを栽培して欲しいというロイヤル
プロジェクトに私どもが協力して感謝状を頂
戴しました。さらにベトナムでJICAにおけ
るＩＣボルドーの普及実証事業を行っていま
す。また、高知ではトマト栽培、トマトはス
ィーティア（甘い・涙の形）と名付けて、お
陰様でいろんな番組にも取り上げられました。

　私どもで生産しているＩＣボルドーという
農薬は、フランスのボルドー地域でできた農
薬で、1884年、当社の創業と同じ年にフラン
スで発明されたものです。ただ、これは作る
手間が非常に大変だったものを、私どもが濃
縮タイプに仕上げました。ボルドー液は天然
の鉱物からできていますので、有機栽培のも
使えるし残効性が長い、普通の薬が１週間ぐ
らいに比べてＩＣボルドーは３、４週間ぐら
い効きますので、防除に穴が開かないという
特徴があります。ＩＣボルドーはブドウ栽培
になくてはならない殺菌剤です。
　そこで、このＩＣボルドーの効果や安全性
を私どもで実証できないか。そしてブドウだ
け作るのでは面白くないので、ワインまで加
工してみようと思い立ち、2016年４月ワイナ
リーを設立しました。最初は、いろんな方か
ら「ブドウは高知じゃいかんで」「高知でワ
インなんかできるはずがない」と言われまし
た。けれど1回やってみます。駄目だったら
諦めますということで３年間かけて、やっと
平成28年お披露目会を行いました。当日は田
崎真也さんなどにもお越しいただきました。
　ブドウを取って機械に入れると、フサのヘ
タの部分と実の部分に勝手に分けてくれます
ので、実の部分だけをタンクに入れて醸造し
ていきます。白ワインと赤ワインは、根本的
にはブドウの品種が違うということがありま
すが、白ワインはブドウの皮と種を取って絞
ってから醸造します。赤ワインは皮と種も一
緒にします。ボルドーはブレンドされている
ワインで、ブルゴーニュは単一品種のブドウ
で作られるワインです。
　そんな中で、私たちが作ったのが「ＴＯＳ
Ａ」という名前のワインです。ラベルも少し
こだわりがあり、ＴＯＳＡのＯが高知の太陽
を表しています。高知の海と山と里と川をイ

■高知東ＲＣ当面の日程
情報集会
　３月13日㈫～15日㈭18：30～（城西館）
　３月14日㈬13：30～（ザ クラウンパレス）
３月21日㈬　休会（春分の日）
３月28日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会
４月４日㈬　定例理事会
４月11日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
４月18日㈬　役員会
４月25日㈬　例会変更→24日㈫
　　　　　　８ＲＣ合同夜間例会（三翠園）
５月２日㈬　ロータリー休日
５月９日㈬　定例理事会
５月23日㈬　第６回クラブ協議会
　　　　　　　現新合同（城西館）
５月30日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　３月８日㈭　職場例会
香長ＲＣ　　　３月13日㈫　3/25物部川河川敷清掃作業に変更
高知北ＲＣ　　３月19日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　３月22日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月23日㈮　職場例会
高知北ＲＣ　　３月26日㈪　花見家族合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月27日㈫　3/29花見例会に振替
香長ＲＣ　　　３月27日㈫　花見例会
高知南ＲＣ　　３月29日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月29日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月30日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　４月２日㈪　野外例会に振替
高知ＲＣ　　　４月３日㈫　グループ夜間例会
高知南ＲＣ　　４月５日㈭　植樹例会
高知中央ＲＣ　４月５日㈭　花見例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月10日㈫　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月17日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　４月19日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　４月23日㈪　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月27日㈮　4/24・８ＲＣ合同夜間例会

◇アンケート結果発表

１．例会回数について「現状の例会回数につ
いてどう思われますか」
◎設問

「現状のままでいい」
「少ない」
「多い」

（回答数40程）
・８割以上が現状のままでいい

◎意見
・ロータリー休日から次の例会まで２週

間は空けない方がいい
・100％出席重視より出席回数の確保が

重要
・少し多いような気もするが、毎週開催

の原則を崩したくない
・夜間例会の回数をもう少し増やして欲

しい。
・クラブとして、特に不都合が生じてい

ないならば変える必要はない。自分と
しては特に不都合があるようには思わ
ないが、不都合を見いだしている方が
いるのであれば、その理由を情報共有
して、議論に加わりたい。

※圧倒的多数が現状のままでいいという
回答でしたが、せっかくいただいた意
見ですので、次期会長、幹事も含めて
検討させていただきたい。

２．クラブ計画書と週報について
◎設問

「Ｂ５版の今のまま」
「Ａ４版にした方がいい」
「どちらでもよい」

（回答数40程）
・今のままでよい　　　12名
・Ａ４にした方がよい　10名
・どちらでもいい　　　19名

◎意見　
 ● Ｂ５版支持者

・日本古来のサイズを大切にしたい。
Ａ４は折れ曲がりきれいに立たない

・持ち運びに便利
 ● Ａ４版支持者

・制作経費は変わらない
・市内７クラブが既にＡ４版
・字が大きく見やすい
・Ａ４が世界標準、世界200カ国に

ロータリーがある。
・公文書は全てＡ４
・文字数は従来どおり、写真をもう少

し多く
※ご意見が拮抗しているので、これも次

期会長、幹事も含めて検討させていた
だきたい。

「ワインづくりを通して
　　　　　　　　根ざすこと」

◇ゲストスピーチ 井上ワイナリー株式会社代表取締役  井上　孝志 氏 （高知西ＲＣ）
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メージして、葉っぱは四国の形、グレー部分
が高知県です。高知県の中にさらに、赤いポ
チがあり、これが稲生と山北を表しています。
　山梨や長野のワインと競争できるわけでは
ありませんので、高知にしかないものと合わ
せよう。高知のカツオのタタキや土佐赤牛と
合う赤ワイン、これを目指そうというのがコ
ンセプトです。ただ、私たちだけがカツオに
合う、土佐赤牛に合うと言っても本当に合う
かどうか。慶応大学の先生が特許を取ってい
る味覚センサーレオという分析機がありま
す。これは、甘味・旨味・塩味・酸味・苦味
の基本５要素を電子的に測定して、味覚を判
断するという面白い装置で、いろんな食べ物
の相性を見るものです。ここで試験をしても
らいました。稲生と土佐赤牛は100点満点中
97点。山北とカツオの塩タタキは98.3点とい
う高得点で、少し自信を持ちました。
　高知は非常に食材が豊かです。しかし、私
からみると、全てが点々と独立しているイメ
ージがあって、これを何とか結び付けたい。
それはやはりワインではないか。点と点がつ
ながれば、高知観光の一助になるかもしれな
い。例えば、久礼や嶺北の畑でできれば面白
いなと思います。大げさかもしれませんが、

高知のワインバレーを目指したいなと。そし
て、土佐流のワインツーリズムで観光客に来
てもらいたい。もう一つ、最近、耕作放棄地
が増えています。そこを利用することによっ
て、雇用も創出でき地域おこしや観光振興に
もつながるのではないかと考えています。
　私が今大切にしているのは「全ては、たっ
た１人の本気から始まるんだ」という言葉で
す。最初は無理だと言われても、やってみた
い、本気になると、賛同してくださって応援
してくださる方がたくさん出てきました。本
気というのは覚悟を決めてやることだと思い
ます。まだまだ挑戦は続きますが、これから
も取り組んでいきます。
　私どもはまだ一般的な小売り、市販はして
いません。ＴＯＳＡワイン同盟の会員になっ
ていただいた方にお分けしています。ＴＯＳ
Ａワイン同盟は高知産の土佐ワインを愛し、
高知をさらに盛り上げるぜよ！という熱い思
いに賛同していただける方の集まりです。詳
しくはホームページにも記載していますので
ご覧ください。
　本日はお招きいただきありがとうございま
した。これからもどうぞよろしくお願いしま
す。

◇出席率報告

 ● 井上孝志　本日はお招きいただき、誠にあ
りがとうございました。これからも「ＴＯＳ
Ａ」の応援をお願いいたします。
 ● 石川　健　２月９日から15日、ハワイ島へ
行ってきました。沖さん、猿田さん、浦田さ
んはじめたくさんの方にお世話になりました。
4,200ｍ中2,900ｍまで登って（車で）星空を
観ました。子どものころ田舎で見た夜空を思
い出しました。
 ● 土居祐三　酒井建設、社長様、お安くお願
いします。
 ● 柳澤光秋　先週例会、内田さんの会、欠席
すみません。２月20日・21日、2580東京地区
大会、２月22日、ガバナー会、夫婦で出席。
２月24・25日、2790地区大会、2月26・27
日、2750地区、地区大会家内代理出席、18日
LYRA久礼、25日PETS新居浜、今週３日は
ＩＭ鳴門、4日八幡浜ＲＣ50周年です。　　
 ● 前田　博　バッチ忘れ。
 ● 猿田隆夫　２週間前、バッジ持ち帰りまし
た。先週、牧野植物園にバッジを付けて職場
例会に参加しましたが、誰一人バッジを付け

た人はいませんでした。バツが悪いことでし
た。
 ● 水上　元　牧野植物園で例会を開催してい
ただきありがとうございました。今後ともご
ひいきにしていただくようお願いします。
 ● 浦田健治　ちょっと病気をしておりました
が、本日よりお陰様をもって復帰できました。
この度は、人のご縁とご恩のありがたさを深
く感じ入っております。ありがとうございま
した。結婚祝いのお礼とあわせて。
 ● 鬼田知明　妻の誕生日のお礼、ありがとう
ございました。井上さん、本日は卓話をいた
だきありがとうございました。まだ、樹齢が
若いながら見事な品質のワインができている
と思います。樹齢を重ねるごとに、今後、も
っと素晴らしい品質になると確信しています。
５年後、120年後…が楽しみですね。本日は
出席できず申しわけございません。
 ● 中平真理子　入会16年が過ぎました。実感
がありません。
 ● 永光男　結婚記念日、品物お礼。
 ● 大川内孝典　結婚記念（33年目です）のお
祝いありがとうございます。
 ● 福岡満喜子　誕生日のお祝いありがとうご
ざいました。無事に年を重ねたことに皆さま
に感謝です。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件

２月28日

２月14日

総数
－5 57

出席
40

欠席
2

ロータリー休日

メイク
アップ HC出席率

70.18％

出席率
96.15％10

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,218,590円

59,250円

1,277,840円

13,951円

0円

13,951円

1,232,541円

59,250円

1,291,791円

チビニコ 合　計

２月28日
今期の累計

事務局・河野さん
「ベニスのワンコ Vol.2」

事務局・河野さん
「ベニスのワンコ Vol.2」
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本日　３月７日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「モンゴルのお祭りと日本の学生生活」

米山記念奨学生 オユン・ズブドエルデネ 氏

次週　３月14日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「私の研究について」

米山記念奨学生 ドュリヤサーット・ファーックファン 氏

第2368回　例会報告／平成30年２月28日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
先週は職場例会を欠席し
まして、寺尾副会長に代
理をお願いしました。牧
野先生のことをネットで
調べて、副会長にお願い

していましたが、少し間違いがあったよう
で、副会長にご迷惑をおかけしました。すみ
ませんでした。
　第42回ロータリー少年少女キャンプと2018
年度国際ロータリー年次大会トロント大会参
加募集案内が来ています。
　この度、３年間在籍された宇津木会員が岡
崎市の方に転勤されます。３月７日に送別会
を行いますので、参加をお願いします。
　米山翁は大正６年９月13日、政府特別経済
委員に任命され、８名で10月15日、横浜港か
らアメリカに行きます。当時49歳、三井銀行
の常務でした。大正７年、使節団はワシント
ンで元旦を迎えますが、米山翁は一人でダラ
スに福島喜三次さんに会いに行きます。福島
家に残されていたサイン帳には「はからずも
御親切になり、この地に新年を迎え候を長く
記念すべく候　大正７年１月元旦　米山梅
吉」という米山先生の証文が残っているそう
です。ワシントンとダラスは直線距離で2000
キロ、ほぼ高知から札幌間の距離です。大正

３年７月に第一次世界大戦が始まり、大正７
年11月に終戦です。
　福島さんは大正６年、ダラスのロータリー
クラブの会員になっており、日本人では最初
のロータリアンです。ロータリー文庫にある
福島朝子さんの「夫　福島喜三次のこと」の
中には、米山翁は、このときダラスのロータ
リークラブに福島さんのゲストとして出席し
たと記録があります。
　米山翁は大正３年に「新隠居論」を著し、
「世の中で信用され、貴重な経験をした老人、
なかんずく実業界の元老と言われる人は、よ
ろしく自分の仕事を若い人に譲って市町村の
世話、学校、病院など公共の事業に尽くして
欲しい」ということを、ロータリーを知る以
前に言っています。そして、米山翁は自らそ
れを実践しています。
　本日の卓話は、井上様よりワインについて
のお話です。よろしくお願いします。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇お　客　様
　高知西ＲＡＣ　　吉本美奈さん
◇親睦委員会より
　宇津木さんの送別会を３月７日㈬18時30分
より、当ホテル２階のマンダリンコートで行
います。出欠の締切は３月２日です。多くの
出席をお願いします。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST
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●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

◇高知西ＲＡＣよりお知らせ
　我々高知西ＲＡＣが３月３日から開催され
る「土佐のおきゃく」に出店し、３日と４日、
中央公園にて「塩焼きそばのトマトソースが
け」を販売します。四万十ポーク、ニラ、シ
ョウガなど高知の食材のみを使用して高知風
塩焼きそばを作り、その上に、ＲＡＣの会員
の実家で取れたトマトを使用したソースをか
けた自信作です。
　私たちも県内外のお客さんと接して、おも
てなしをする中で少しでも高知県の活性化に
協力できたらと思っています。生ビールとハ
イボールも販売していますので、ぜひ、３月

３日と４日には、中央公園にお越しください。
　また、６月には高知西ＲＡＣがホストを務
め、2670地区のローターアクトクラブ第32回
地区大会も開催します。こちらも現在、仮登
録を受付中ですので、ぜひご登録、ご参加を
よろしくお願いいたします。ありがとうござ
いました。
◇会　長　報　告
・ＩＭへの出席のお礼状が届いています。
◇幹　事　報　告
・３月のロータリーレートは１ドル108円です。
・本日、例会終了後、役員会を行います。
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　四国カルストに代表されるように高知県並
びに四国は非常に良質な石灰に恵まれていま
す。私どもの会社は創業1880年、134年目を
迎え、私で６代目です。私どもが130年以上
続いたのも、世界的にも純度の高い石灰が取
れたことと、もう一つは私どもの会社のある
稲生は山があり、川が流れて船で石灰を浦戸
湾まで積み出して、そこから大きな船に載せ
換えて東京、大阪に搬出するという、非常に
立地条件がよかったということが栄えた理由
でもあります。
　皆さんは、石灰というと運動場や肥料用に
畑に蒔く、チョークなどを浮かべると思いま
すが、これらは、単価が非常に安いため、現
在私どもは大きく三つの事業を行っています。
一つは自動車分野です。自動車の窓枠の部分
にウェザーストリップというゴムがあります
が、ここに酸化亜鉛と酸化カルシウムという
薬品を配合すると耐久性が上がります。水や
音が入るのを防ぐという点において品質を向
上させるものです。二つ目は農業分野でＩＣ
ボルドーという農薬です。これは殺菌剤で、
虫ではなく菌に効くものです。ボルドーとい
う名のとおり、フランスでブドウ用に作られ
たのが由来でリンゴなど果実に使われます。
三つ目がファインケミカル。これが昔の石灰
のイメージを留めているもので、医薬、試薬、
食品添加物など非常に純度の高い石灰です。
量は少ないですが単価の高い製品です。
　海外にも展開しており、タイでは、粒の大
きなブドウを栽培して欲しいというロイヤル
プロジェクトに私どもが協力して感謝状を頂
戴しました。さらにベトナムでJICAにおけ
るＩＣボルドーの普及実証事業を行っていま
す。また、高知ではトマト栽培、トマトはス
ィーティア（甘い・涙の形）と名付けて、お
陰様でいろんな番組にも取り上げられました。

　私どもで生産しているＩＣボルドーという
農薬は、フランスのボルドー地域でできた農
薬で、1884年、当社の創業と同じ年にフラン
スで発明されたものです。ただ、これは作る
手間が非常に大変だったものを、私どもが濃
縮タイプに仕上げました。ボルドー液は天然
の鉱物からできていますので、有機栽培のも
使えるし残効性が長い、普通の薬が１週間ぐ
らいに比べてＩＣボルドーは３、４週間ぐら
い効きますので、防除に穴が開かないという
特徴があります。ＩＣボルドーはブドウ栽培
になくてはならない殺菌剤です。
　そこで、このＩＣボルドーの効果や安全性
を私どもで実証できないか。そしてブドウだ
け作るのでは面白くないので、ワインまで加
工してみようと思い立ち、2016年４月ワイナ
リーを設立しました。最初は、いろんな方か
ら「ブドウは高知じゃいかんで」「高知でワ
インなんかできるはずがない」と言われまし
た。けれど1回やってみます。駄目だったら
諦めますということで３年間かけて、やっと
平成28年お披露目会を行いました。当日は田
崎真也さんなどにもお越しいただきました。
　ブドウを取って機械に入れると、フサのヘ
タの部分と実の部分に勝手に分けてくれます
ので、実の部分だけをタンクに入れて醸造し
ていきます。白ワインと赤ワインは、根本的
にはブドウの品種が違うということがありま
すが、白ワインはブドウの皮と種を取って絞
ってから醸造します。赤ワインは皮と種も一
緒にします。ボルドーはブレンドされている
ワインで、ブルゴーニュは単一品種のブドウ
で作られるワインです。
　そんな中で、私たちが作ったのが「ＴＯＳ
Ａ」という名前のワインです。ラベルも少し
こだわりがあり、ＴＯＳＡのＯが高知の太陽
を表しています。高知の海と山と里と川をイ

■高知東ＲＣ当面の日程
情報集会
　３月13日㈫～15日㈭18：30～（城西館）
　３月14日㈬13：30～（ザ クラウンパレス）
３月21日㈬　休会（春分の日）
３月28日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会
４月４日㈬　定例理事会
４月11日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
４月18日㈬　役員会
４月25日㈬　例会変更→24日㈫
　　　　　　８ＲＣ合同夜間例会（三翠園）
５月２日㈬　ロータリー休日
５月９日㈬　定例理事会
５月23日㈬　第６回クラブ協議会
　　　　　　　現新合同（城西館）
５月30日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　３月８日㈭　職場例会
香長ＲＣ　　　３月13日㈫　3/25物部川河川敷清掃作業に変更
高知北ＲＣ　　３月19日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　３月22日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月23日㈮　職場例会
高知北ＲＣ　　３月26日㈪　花見家族合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月27日㈫　3/29花見例会に振替
香長ＲＣ　　　３月27日㈫　花見例会
高知南ＲＣ　　３月29日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月29日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月30日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　４月２日㈪　野外例会に振替
高知ＲＣ　　　４月３日㈫　グループ夜間例会
高知南ＲＣ　　４月５日㈭　植樹例会
高知中央ＲＣ　４月５日㈭　花見例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月10日㈫　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月17日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　４月19日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　４月23日㈪　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月27日㈮　4/24・８ＲＣ合同夜間例会

◇アンケート結果発表

１．例会回数について「現状の例会回数につ
いてどう思われますか」
◎設問

「現状のままでいい」
「少ない」
「多い」

（回答数40程）
・８割以上が現状のままでいい

◎意見
・ロータリー休日から次の例会まで２週

間は空けない方がいい
・100％出席重視より出席回数の確保が

重要
・少し多いような気もするが、毎週開催

の原則を崩したくない
・夜間例会の回数をもう少し増やして欲

しい。
・クラブとして、特に不都合が生じてい

ないならば変える必要はない。自分と
しては特に不都合があるようには思わ
ないが、不都合を見いだしている方が
いるのであれば、その理由を情報共有
して、議論に加わりたい。

※圧倒的多数が現状のままでいいという
回答でしたが、せっかくいただいた意
見ですので、次期会長、幹事も含めて
検討させていただきたい。

２．クラブ計画書と週報について
◎設問

「Ｂ５版の今のまま」
「Ａ４版にした方がいい」
「どちらでもよい」

（回答数40程）
・今のままでよい　　　12名
・Ａ４にした方がよい　10名
・どちらでもいい　　　19名

◎意見　
 ● Ｂ５版支持者

・日本古来のサイズを大切にしたい。
Ａ４は折れ曲がりきれいに立たない

・持ち運びに便利
 ● Ａ４版支持者

・制作経費は変わらない
・市内７クラブが既にＡ４版
・字が大きく見やすい
・Ａ４が世界標準、世界200カ国に

ロータリーがある。
・公文書は全てＡ４
・文字数は従来どおり、写真をもう少

し多く
※ご意見が拮抗しているので、これも次

期会長、幹事も含めて検討させていた
だきたい。

「ワインづくりを通して
　　　　　　　　根ざすこと」

◇ゲストスピーチ 井上ワイナリー株式会社代表取締役  井上　孝志 氏 （高知西ＲＣ）
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メージして、葉っぱは四国の形、グレー部分
が高知県です。高知県の中にさらに、赤いポ
チがあり、これが稲生と山北を表しています。
　山梨や長野のワインと競争できるわけでは
ありませんので、高知にしかないものと合わ
せよう。高知のカツオのタタキや土佐赤牛と
合う赤ワイン、これを目指そうというのがコ
ンセプトです。ただ、私たちだけがカツオに
合う、土佐赤牛に合うと言っても本当に合う
かどうか。慶応大学の先生が特許を取ってい
る味覚センサーレオという分析機がありま
す。これは、甘味・旨味・塩味・酸味・苦味
の基本５要素を電子的に測定して、味覚を判
断するという面白い装置で、いろんな食べ物
の相性を見るものです。ここで試験をしても
らいました。稲生と土佐赤牛は100点満点中
97点。山北とカツオの塩タタキは98.3点とい
う高得点で、少し自信を持ちました。
　高知は非常に食材が豊かです。しかし、私
からみると、全てが点々と独立しているイメ
ージがあって、これを何とか結び付けたい。
それはやはりワインではないか。点と点がつ
ながれば、高知観光の一助になるかもしれな
い。例えば、久礼や嶺北の畑でできれば面白
いなと思います。大げさかもしれませんが、

高知のワインバレーを目指したいなと。そし
て、土佐流のワインツーリズムで観光客に来
てもらいたい。もう一つ、最近、耕作放棄地
が増えています。そこを利用することによっ
て、雇用も創出でき地域おこしや観光振興に
もつながるのではないかと考えています。
　私が今大切にしているのは「全ては、たっ
た１人の本気から始まるんだ」という言葉で
す。最初は無理だと言われても、やってみた
い、本気になると、賛同してくださって応援
してくださる方がたくさん出てきました。本
気というのは覚悟を決めてやることだと思い
ます。まだまだ挑戦は続きますが、これから
も取り組んでいきます。
　私どもはまだ一般的な小売り、市販はして
いません。ＴＯＳＡワイン同盟の会員になっ
ていただいた方にお分けしています。ＴＯＳ
Ａワイン同盟は高知産の土佐ワインを愛し、
高知をさらに盛り上げるぜよ！という熱い思
いに賛同していただける方の集まりです。詳
しくはホームページにも記載していますので
ご覧ください。
　本日はお招きいただきありがとうございま
した。これからもどうぞよろしくお願いしま
す。

◇出席率報告

 ● 井上孝志　本日はお招きいただき、誠にあ
りがとうございました。これからも「ＴＯＳ
Ａ」の応援をお願いいたします。
 ● 石川　健　２月９日から15日、ハワイ島へ
行ってきました。沖さん、猿田さん、浦田さ
んはじめたくさんの方にお世話になりました。
4,200ｍ中2,900ｍまで登って（車で）星空を
観ました。子どものころ田舎で見た夜空を思
い出しました。
 ● 土居祐三　酒井建設、社長様、お安くお願
いします。
 ● 柳澤光秋　先週例会、内田さんの会、欠席
すみません。２月20日・21日、2580東京地区
大会、２月22日、ガバナー会、夫婦で出席。
２月24・25日、2790地区大会、2月26・27
日、2750地区、地区大会家内代理出席、18日
LYRA久礼、25日PETS新居浜、今週３日は
ＩＭ鳴門、4日八幡浜ＲＣ50周年です。　　
 ● 前田　博　バッチ忘れ。
 ● 猿田隆夫　２週間前、バッジ持ち帰りまし
た。先週、牧野植物園にバッジを付けて職場
例会に参加しましたが、誰一人バッジを付け

た人はいませんでした。バツが悪いことでし
た。
 ● 水上　元　牧野植物園で例会を開催してい
ただきありがとうございました。今後ともご
ひいきにしていただくようお願いします。
 ● 浦田健治　ちょっと病気をしておりました
が、本日よりお陰様をもって復帰できました。
この度は、人のご縁とご恩のありがたさを深
く感じ入っております。ありがとうございま
した。結婚祝いのお礼とあわせて。
 ● 鬼田知明　妻の誕生日のお礼、ありがとう
ございました。井上さん、本日は卓話をいた
だきありがとうございました。まだ、樹齢が
若いながら見事な品質のワインができている
と思います。樹齢を重ねるごとに、今後、も
っと素晴らしい品質になると確信しています。
５年後、120年後…が楽しみですね。本日は
出席できず申しわけございません。
 ● 中平真理子　入会16年が過ぎました。実感
がありません。
 ● 永光男　結婚記念日、品物お礼。
 ● 大川内孝典　結婚記念（33年目です）のお
祝いありがとうございます。
 ● 福岡満喜子　誕生日のお祝いありがとうご
ざいました。無事に年を重ねたことに皆さま
に感謝です。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件

２月28日

２月14日

総数
－5 57

出席
40

欠席
2

ロータリー休日

メイク
アップ HC出席率

70.18％

出席率
96.15％10

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,218,590円

59,250円

1,277,840円

13,951円

0円

13,951円

1,232,541円

59,250円

1,291,791円

チビニコ 合　計

２月28日
今期の累計

事務局・河野さん
「ベニスのワンコ Vol.2」

事務局・河野さん
「ベニスのワンコ Vol.2」
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本日　３月７日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「モンゴルのお祭りと日本の学生生活」

米山記念奨学生 オユン・ズブドエルデネ 氏

次週　３月14日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「私の研究について」

米山記念奨学生 ドュリヤサーット・ファーックファン 氏

第2368回　例会報告／平成30年２月28日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
先週は職場例会を欠席し
まして、寺尾副会長に代
理をお願いしました。牧
野先生のことをネットで
調べて、副会長にお願い

していましたが、少し間違いがあったよう
で、副会長にご迷惑をおかけしました。すみ
ませんでした。
　第42回ロータリー少年少女キャンプと2018
年度国際ロータリー年次大会トロント大会参
加募集案内が来ています。
　この度、３年間在籍された宇津木会員が岡
崎市の方に転勤されます。３月７日に送別会
を行いますので、参加をお願いします。
　米山翁は大正６年９月13日、政府特別経済
委員に任命され、８名で10月15日、横浜港か
らアメリカに行きます。当時49歳、三井銀行
の常務でした。大正７年、使節団はワシント
ンで元旦を迎えますが、米山翁は一人でダラ
スに福島喜三次さんに会いに行きます。福島
家に残されていたサイン帳には「はからずも
御親切になり、この地に新年を迎え候を長く
記念すべく候　大正７年１月元旦　米山梅
吉」という米山先生の証文が残っているそう
です。ワシントンとダラスは直線距離で2000
キロ、ほぼ高知から札幌間の距離です。大正

３年７月に第一次世界大戦が始まり、大正７
年11月に終戦です。
　福島さんは大正６年、ダラスのロータリー
クラブの会員になっており、日本人では最初
のロータリアンです。ロータリー文庫にある
福島朝子さんの「夫　福島喜三次のこと」の
中には、米山翁は、このときダラスのロータ
リークラブに福島さんのゲストとして出席し
たと記録があります。
　米山翁は大正３年に「新隠居論」を著し、
「世の中で信用され、貴重な経験をした老人、
なかんずく実業界の元老と言われる人は、よ
ろしく自分の仕事を若い人に譲って市町村の
世話、学校、病院など公共の事業に尽くして
欲しい」ということを、ロータリーを知る以
前に言っています。そして、米山翁は自らそ
れを実践しています。
　本日の卓話は、井上様よりワインについて
のお話です。よろしくお願いします。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇お　客　様
　高知西ＲＡＣ　　吉本美奈さん
◇親睦委員会より
　宇津木さんの送別会を３月７日㈬18時30分
より、当ホテル２階のマンダリンコートで行
います。出欠の締切は３月２日です。多くの
出席をお願いします。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST
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●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

◇高知西ＲＡＣよりお知らせ
　我々高知西ＲＡＣが３月３日から開催され
る「土佐のおきゃく」に出店し、３日と４日、
中央公園にて「塩焼きそばのトマトソースが
け」を販売します。四万十ポーク、ニラ、シ
ョウガなど高知の食材のみを使用して高知風
塩焼きそばを作り、その上に、ＲＡＣの会員
の実家で取れたトマトを使用したソースをか
けた自信作です。
　私たちも県内外のお客さんと接して、おも
てなしをする中で少しでも高知県の活性化に
協力できたらと思っています。生ビールとハ
イボールも販売していますので、ぜひ、３月

３日と４日には、中央公園にお越しください。
　また、６月には高知西ＲＡＣがホストを務
め、2670地区のローターアクトクラブ第32回
地区大会も開催します。こちらも現在、仮登
録を受付中ですので、ぜひご登録、ご参加を
よろしくお願いいたします。ありがとうござ
いました。
◇会　長　報　告
・ＩＭへの出席のお礼状が届いています。
◇幹　事　報　告
・３月のロータリーレートは１ドル108円です。
・本日、例会終了後、役員会を行います。
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　四国カルストに代表されるように高知県並
びに四国は非常に良質な石灰に恵まれていま
す。私どもの会社は創業1880年、134年目を
迎え、私で６代目です。私どもが130年以上
続いたのも、世界的にも純度の高い石灰が取
れたことと、もう一つは私どもの会社のある
稲生は山があり、川が流れて船で石灰を浦戸
湾まで積み出して、そこから大きな船に載せ
換えて東京、大阪に搬出するという、非常に
立地条件がよかったということが栄えた理由
でもあります。
　皆さんは、石灰というと運動場や肥料用に
畑に蒔く、チョークなどを浮かべると思いま
すが、これらは、単価が非常に安いため、現
在私どもは大きく三つの事業を行っています。
一つは自動車分野です。自動車の窓枠の部分
にウェザーストリップというゴムがあります
が、ここに酸化亜鉛と酸化カルシウムという
薬品を配合すると耐久性が上がります。水や
音が入るのを防ぐという点において品質を向
上させるものです。二つ目は農業分野でＩＣ
ボルドーという農薬です。これは殺菌剤で、
虫ではなく菌に効くものです。ボルドーとい
う名のとおり、フランスでブドウ用に作られ
たのが由来でリンゴなど果実に使われます。
三つ目がファインケミカル。これが昔の石灰
のイメージを留めているもので、医薬、試薬、
食品添加物など非常に純度の高い石灰です。
量は少ないですが単価の高い製品です。
　海外にも展開しており、タイでは、粒の大
きなブドウを栽培して欲しいというロイヤル
プロジェクトに私どもが協力して感謝状を頂
戴しました。さらにベトナムでJICAにおけ
るＩＣボルドーの普及実証事業を行っていま
す。また、高知ではトマト栽培、トマトはス
ィーティア（甘い・涙の形）と名付けて、お
陰様でいろんな番組にも取り上げられました。

　私どもで生産しているＩＣボルドーという
農薬は、フランスのボルドー地域でできた農
薬で、1884年、当社の創業と同じ年にフラン
スで発明されたものです。ただ、これは作る
手間が非常に大変だったものを、私どもが濃
縮タイプに仕上げました。ボルドー液は天然
の鉱物からできていますので、有機栽培のも
使えるし残効性が長い、普通の薬が１週間ぐ
らいに比べてＩＣボルドーは３、４週間ぐら
い効きますので、防除に穴が開かないという
特徴があります。ＩＣボルドーはブドウ栽培
になくてはならない殺菌剤です。
　そこで、このＩＣボルドーの効果や安全性
を私どもで実証できないか。そしてブドウだ
け作るのでは面白くないので、ワインまで加
工してみようと思い立ち、2016年４月ワイナ
リーを設立しました。最初は、いろんな方か
ら「ブドウは高知じゃいかんで」「高知でワ
インなんかできるはずがない」と言われまし
た。けれど1回やってみます。駄目だったら
諦めますということで３年間かけて、やっと
平成28年お披露目会を行いました。当日は田
崎真也さんなどにもお越しいただきました。
　ブドウを取って機械に入れると、フサのヘ
タの部分と実の部分に勝手に分けてくれます
ので、実の部分だけをタンクに入れて醸造し
ていきます。白ワインと赤ワインは、根本的
にはブドウの品種が違うということがありま
すが、白ワインはブドウの皮と種を取って絞
ってから醸造します。赤ワインは皮と種も一
緒にします。ボルドーはブレンドされている
ワインで、ブルゴーニュは単一品種のブドウ
で作られるワインです。
　そんな中で、私たちが作ったのが「ＴＯＳ
Ａ」という名前のワインです。ラベルも少し
こだわりがあり、ＴＯＳＡのＯが高知の太陽
を表しています。高知の海と山と里と川をイ

■高知東ＲＣ当面の日程
情報集会
　３月13日㈫～15日㈭18：30～（城西館）
　３月14日㈬13：30～（ザ クラウンパレス）
３月21日㈬　休会（春分の日）
３月28日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会
４月４日㈬　定例理事会
４月11日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
４月18日㈬　役員会
４月25日㈬　例会変更→24日㈫
　　　　　　８ＲＣ合同夜間例会（三翠園）
５月２日㈬　ロータリー休日
５月９日㈬　定例理事会
５月23日㈬　第６回クラブ協議会
　　　　　　　現新合同（城西館）
５月30日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　３月８日㈭　職場例会
香長ＲＣ　　　３月13日㈫　3/25物部川河川敷清掃作業に変更
高知北ＲＣ　　３月19日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　３月22日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月23日㈮　職場例会
高知北ＲＣ　　３月26日㈪　花見家族合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月27日㈫　3/29花見例会に振替
香長ＲＣ　　　３月27日㈫　花見例会
高知南ＲＣ　　３月29日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月29日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月30日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　４月２日㈪　野外例会に振替
高知ＲＣ　　　４月３日㈫　グループ夜間例会
高知南ＲＣ　　４月５日㈭　植樹例会
高知中央ＲＣ　４月５日㈭　花見例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月10日㈫　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月17日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　４月19日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　４月23日㈪　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月27日㈮　4/24・８ＲＣ合同夜間例会

◇アンケート結果発表

１．例会回数について「現状の例会回数につ
いてどう思われますか」
◎設問

「現状のままでいい」
「少ない」
「多い」

（回答数40程）
・８割以上が現状のままでいい

◎意見
・ロータリー休日から次の例会まで２週

間は空けない方がいい
・100％出席重視より出席回数の確保が

重要
・少し多いような気もするが、毎週開催

の原則を崩したくない
・夜間例会の回数をもう少し増やして欲

しい。
・クラブとして、特に不都合が生じてい

ないならば変える必要はない。自分と
しては特に不都合があるようには思わ
ないが、不都合を見いだしている方が
いるのであれば、その理由を情報共有
して、議論に加わりたい。

※圧倒的多数が現状のままでいいという
回答でしたが、せっかくいただいた意
見ですので、次期会長、幹事も含めて
検討させていただきたい。

２．クラブ計画書と週報について
◎設問

「Ｂ５版の今のまま」
「Ａ４版にした方がいい」
「どちらでもよい」

（回答数40程）
・今のままでよい　　　12名
・Ａ４にした方がよい　10名
・どちらでもいい　　　19名

◎意見　
 ● Ｂ５版支持者

・日本古来のサイズを大切にしたい。
Ａ４は折れ曲がりきれいに立たない

・持ち運びに便利
 ● Ａ４版支持者

・制作経費は変わらない
・市内７クラブが既にＡ４版
・字が大きく見やすい
・Ａ４が世界標準、世界200カ国に

ロータリーがある。
・公文書は全てＡ４
・文字数は従来どおり、写真をもう少

し多く
※ご意見が拮抗しているので、これも次

期会長、幹事も含めて検討させていた
だきたい。

「ワインづくりを通して
　　　　　　　　根ざすこと」

◇ゲストスピーチ 井上ワイナリー株式会社代表取締役  井上　孝志 氏 （高知西ＲＣ）
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メージして、葉っぱは四国の形、グレー部分
が高知県です。高知県の中にさらに、赤いポ
チがあり、これが稲生と山北を表しています。
　山梨や長野のワインと競争できるわけでは
ありませんので、高知にしかないものと合わ
せよう。高知のカツオのタタキや土佐赤牛と
合う赤ワイン、これを目指そうというのがコ
ンセプトです。ただ、私たちだけがカツオに
合う、土佐赤牛に合うと言っても本当に合う
かどうか。慶応大学の先生が特許を取ってい
る味覚センサーレオという分析機がありま
す。これは、甘味・旨味・塩味・酸味・苦味
の基本５要素を電子的に測定して、味覚を判
断するという面白い装置で、いろんな食べ物
の相性を見るものです。ここで試験をしても
らいました。稲生と土佐赤牛は100点満点中
97点。山北とカツオの塩タタキは98.3点とい
う高得点で、少し自信を持ちました。
　高知は非常に食材が豊かです。しかし、私
からみると、全てが点々と独立しているイメ
ージがあって、これを何とか結び付けたい。
それはやはりワインではないか。点と点がつ
ながれば、高知観光の一助になるかもしれな
い。例えば、久礼や嶺北の畑でできれば面白
いなと思います。大げさかもしれませんが、

高知のワインバレーを目指したいなと。そし
て、土佐流のワインツーリズムで観光客に来
てもらいたい。もう一つ、最近、耕作放棄地
が増えています。そこを利用することによっ
て、雇用も創出でき地域おこしや観光振興に
もつながるのではないかと考えています。
　私が今大切にしているのは「全ては、たっ
た１人の本気から始まるんだ」という言葉で
す。最初は無理だと言われても、やってみた
い、本気になると、賛同してくださって応援
してくださる方がたくさん出てきました。本
気というのは覚悟を決めてやることだと思い
ます。まだまだ挑戦は続きますが、これから
も取り組んでいきます。
　私どもはまだ一般的な小売り、市販はして
いません。ＴＯＳＡワイン同盟の会員になっ
ていただいた方にお分けしています。ＴＯＳ
Ａワイン同盟は高知産の土佐ワインを愛し、
高知をさらに盛り上げるぜよ！という熱い思
いに賛同していただける方の集まりです。詳
しくはホームページにも記載していますので
ご覧ください。
　本日はお招きいただきありがとうございま
した。これからもどうぞよろしくお願いしま
す。

◇出席率報告

 ● 井上孝志　本日はお招きいただき、誠にあ
りがとうございました。これからも「ＴＯＳ
Ａ」の応援をお願いいたします。
 ● 石川　健　２月９日から15日、ハワイ島へ
行ってきました。沖さん、猿田さん、浦田さ
んはじめたくさんの方にお世話になりました。
4,200ｍ中2,900ｍまで登って（車で）星空を
観ました。子どものころ田舎で見た夜空を思
い出しました。
 ● 土居祐三　酒井建設、社長様、お安くお願
いします。
 ● 柳澤光秋　先週例会、内田さんの会、欠席
すみません。２月20日・21日、2580東京地区
大会、２月22日、ガバナー会、夫婦で出席。
２月24・25日、2790地区大会、2月26・27
日、2750地区、地区大会家内代理出席、18日
LYRA久礼、25日PETS新居浜、今週３日は
ＩＭ鳴門、4日八幡浜ＲＣ50周年です。　　
 ● 前田　博　バッチ忘れ。
 ● 猿田隆夫　２週間前、バッジ持ち帰りまし
た。先週、牧野植物園にバッジを付けて職場
例会に参加しましたが、誰一人バッジを付け

た人はいませんでした。バツが悪いことでし
た。
 ● 水上　元　牧野植物園で例会を開催してい
ただきありがとうございました。今後ともご
ひいきにしていただくようお願いします。
 ● 浦田健治　ちょっと病気をしておりました
が、本日よりお陰様をもって復帰できました。
この度は、人のご縁とご恩のありがたさを深
く感じ入っております。ありがとうございま
した。結婚祝いのお礼とあわせて。
 ● 鬼田知明　妻の誕生日のお礼、ありがとう
ございました。井上さん、本日は卓話をいた
だきありがとうございました。まだ、樹齢が
若いながら見事な品質のワインができている
と思います。樹齢を重ねるごとに、今後、も
っと素晴らしい品質になると確信しています。
５年後、120年後…が楽しみですね。本日は
出席できず申しわけございません。
 ● 中平真理子　入会16年が過ぎました。実感
がありません。
 ● 永光男　結婚記念日、品物お礼。
 ● 大川内孝典　結婚記念（33年目です）のお
祝いありがとうございます。
 ● 福岡満喜子　誕生日のお祝いありがとうご
ざいました。無事に年を重ねたことに皆さま
に感謝です。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件

２月28日

２月14日

総数
－5 57

出席
40

欠席
2

ロータリー休日

メイク
アップ HC出席率

70.18％

出席率
96.15％10

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,218,590円

59,250円

1,277,840円

13,951円

0円

13,951円

1,232,541円

59,250円

1,291,791円

チビニコ 合　計

２月28日
今期の累計

事務局・河野さん
「ベニスのワンコ Vol.2」

事務局・河野さん
「ベニスのワンコ Vol.2」


