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本日　11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
　　　 「おむつバンクのその後」

武樋　保恵 氏社会福祉法人みその児童福祉会 乳児院
高知聖園ベビーホーム 園長

次週　12月４日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　五 大 奉 仕 中 間 発 表 ・ 年 次 総 会

第2445回　例会報告／令和元年11月20日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
昨日は、今年度の地区補
助金による「津波避難ビ
ル・避難所マップ」の寄
贈式を行いました。中央
公園南側という人通りの

多い場所に設置することで、周知され、日ご
ろから防災意識向上に少しでも役に立てれば
と思います。髙橋委員長はじめ、ご参加いた
だいた皆さま、ありがとうございました。
　少し前の話になりますが、今月４日に閉幕
した第46回東京モーターショーの来場者が
130万人を超えたと話題になりました。見出
しは「なぜ、今年の東京モーターショーは来
場者の大幅増加に成功したのか？」とあり、
子どもたちの笑顔の楽しそうな写真がありま
した。そこで、記事の解説を読み、感動した
ので皆さんにお伝えします。
　1991年に200万人を超えていた来場者が、
前回2017年には77万人にまで落ち込み、車離
れが進み、回を追うごとに減少していた来場
者が、なぜ今年急増したのか。
　これまでのイメージは「大きな会場に、各
自動車メーカーが最新モデルの車や近未来車
を展示し、キャンペーンガールが横に立ち、
各メーカーのトップや開発者が自社の技術や
機能をアピールする場」であった。来場者も

いち早く新技術やデザインを見たいという車
好きの人たち。　
　しかし、今回は事前のＰＲから違っていた。
業界の枠を超え、世界でグローバルに活動す
る200近い企業や団体が参加し、最新技術を
使った動画を駆使して、イベントへの期待感
を高めて、自動車好きだけでなく、ファミリ
ー層や若者に向けて、自動車を見に来てくだ
さいというより、楽しみに来てくださいと呼
びかけた。会場では、インターネット、ＣＧ、
ドローンなど最新テクノロジーによるエンタ
ーテイメント、ゲストにはゴスペラーズ、さ
らにはキッザニアやお笑いライブまで、様々
なターゲットに向けたイベントが繰り広げら
れた。
　今回の東京モーターショーの成功は、「自
動車好き」という固定観念にとらわれず、柔
軟な発想によって、来場者の幅を広げたこと
にあると思います。そして、その人たちに今
までの自動車とは違う新しい「クルマの姿」
を見せ、メーカーとして、暮らしや街まで、
将来はこうなりますという未来像を提示した
ショーだったと言えます。
　経営やマーケティングのセミナーで、よく
売り手と買い手、「企業は電動ドリルを売り
たいけれど、お客が欲しいのは正確にあく穴
である」と言った例え話がされます。今回の
モーターショーでいえば、「メーカーは自動
車を売りたい、アピールしたい。でもお客さ
まが欲しいのは、目的地までの快適な移動で
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ある」ということです。私たちの仕事にも直
接的・間接的にかかわらずお客さまがいます。
作り手や売り手が一方的に商品やサービス、
その機能の特性をアピールするのではなく、
この商品を使ったら、このサービスを受けた
ら、あなたやあなたの暮らしがこうなります
という、お客さまが手に入れたい将来像をお
見せすることが、第一歩だということを教え
てくれた気がします。
　本日の卓話は、パロレ・エ・ムジーク・
オーナーソムリエの吉村泰紀さんです。
◇50周年記念誌委員会より
　大変遅くなりましたが、50周年記念誌がよ
うやくできました。発刊に際しましては、皆
さまから原稿やアドバイスをいただき、また、
デザイナーのアドゴーさん、ライターの池田
さん、印刷全般の飛鳥さん、お世話になりま
した。お陰様でこういう形に整ったことを心

から感謝申し上げます。
　ただ、発刊がこの時期になったこと、委員
長としてお詫び申し上げます。記念誌は残る
物ですので、手を抜くことは決してしないと
いう意識をもって仕上げたつもりです。100
周年に至るまで参考にしていただけたら、編
集に携わった者としては嬉しく思います。
◇副幹事より地区大会について
　今週末の地区大会へは、総勢20名強での参
加となります。23日、朝８時半、ＮＴＴ東局
前集合、地区大会・懇親会に参加。24日、本
会に出席後、昼食、帰高します。２回の昼食、
懇親会、ホテル代の集金に伺いますのでよろ
しくお願いします。
◇幹　事　報　告
・本日18時半から城西館でクラブ協議会を行

います。各委員長さんは出席をお願いしま
す。

◇出席率報告

 ● 前川美智子　昨日のＲＣ地区補助金プロジ
ェクト「お城下の津波避難ビル・避難所マッ
プ設置」の贈呈、お天気もよく多くの皆さま
にご参加いただき、晴れやかに目録もお渡し
しました。準備、段取り、運営全般、髙橋委
員長には大変お世話になりました。関係の皆
さま、本当にありがとうございました。本日
は小笠原先生のピアノ生演奏。やはり音色が
違い心満たされます。日ごろの感謝を込めて
ありがとうございます。　　
 ● 岡本淳一　吉村さん、卓話ありがとうござ
いました。今晩、少しワインを飲んでみます。
 ● 前田　博　前川さん、お陰様でプロ棋士と
の対局楽しめました。写真のお礼！
 ● 柳澤光秋　次女の結婚式、無事終了、別役
会員ありがとうございました。前夜祭、松岡
会員お世話になりました。神戸での第48回
ロータリー研究会出席しました。マローニＲ
Ｉ会長が臨席。　
 ● 髙橋卓弥　先日の津波避難ビルマップ寄贈
式に多数の方にご出席いただきありがとうご
ざいました。

　ご承知のように、今、世界中にワイン産地
が拡大しています。旧来、有名な所はフラン
ス・イタリア・スペイン、東欧諸国、ギリシ
ャなど、長い歴史を築き上げてきましたが、
現在注目されているのは、ジョージア、アル
メニアなどのコーカサス地方です。この地方
では、8000年前から未だに同じ品種のブドウ
を使って、ワインが継続して造られていて、
ここがワインの起源ではないかとも言われて
います。皆さんの周りには、まだ余り届いて
いないかもしれませんが、ワイン専門で取り
扱っている酒屋さんにいくと、ジョージアの
ワインも品揃えの中に定着しつつあります
し、ファンも少しずつ増えています。私の店
でもフランスやイタリアのワインではなくて、
ジョージアの白しか飲まないというお客さん
もいるという、個性的なワインでもあります。

　南半球のワイン生産も相当活発になってい
て、我々が酒屋さんやネットで買える、流通
量が多いのはオーストラリアです。また、こ
れから造り手が増えて、レベルアップして生
産量も増えるであろうという有望な国は、南
アフリカです。ここは、ケープタウンを中心
にどんどんワイン産地が広がっています。ア
パルトヘイトの時代は、クオリティの高いワ
インは造られてなかったのですが、平和的に
解決した今は、ワインを飲む人口も増えてい
ますし、外からの資本も入って、なおかつ、
他の国に勉強に行ってきた生産者が多くいる
ことと、若い造り手で優れた人たちが非常に
多いという印象があります。
　もう一つ、南米のチリのワインです。日本
で、チリのワインを飲んだことがない人はい
ないだろうと言われるぐらい、今はもうポピ
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■高知東ＲＣ当面の日程
12月４日㈬　五大奉仕中間発表・年次総会
12月４日㈬　定例理事会
12月６日㈮　年末防犯パトロール
　　　　　　（18：00 中央公園北口集合）
12月11日㈬　役員会
12月18日㈬　忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
12月25日㈬　ロータリー休日
2020年
１月１日㈬　休会（国民の祝日）
１月８日㈬　時間変更例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
１月８日㈬　定例理事会
１月12日㈰　水曜会バザー
　　　　　　場所：中央公園大丸前 10：00～
１月22日㈬　職場例会
１月22日㈬　役員会
１月29日㈬　ロータリー休日

■例会変更のお知らせ
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月３日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月９日㈪　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月17日㈫　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月19日㈭　年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ　12月19日㈭　クリスマス夜間例会
高知西ＲＣ　　12月20日㈮　忘年夜間例会
高知北ＲＣ　　12月23日㈪　クリスマス夜間例会
高知ＲＣ　　　12月24日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月24日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　12月26日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月26日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月27日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月30日㈪　年末休み
高知ＲＣ　　　12月31日㈫　年末休み
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月31日㈫　年末休み
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今期の累計

ュラーになっていて、何年か前にフランスを
抜いて、日本に輸入される量が１番多い国に
なっています。また、チリとアンデス山脈を
挟んだ反対側のアルゼンチンのメンドーサで
は、標高1700メートル位の畑という、他の場
所ではできないクオリティのものができつつ
あります。メンドーサのもう一つの特徴は、
カリフォルニアやフランスなど、他の産地で
優れたワインを造ってブランド力のある人た
ちが、新天地を求めるというか、そこでしか
できないワインづくりを目指してメンドーサ
でワインを造って世に出そうとしています。
　ワインというのは、ブドウの木を植えたか
らといって、おいしいワインができるブドウ
が収穫できるわけではありません。品質のい
いものができるようになるまでは、少なくて
も数年から数十年、先のことを考えながら
やっていかなければいけない。なおかつ、10
年後と今とではワインのトレンドや、どんな
ワインが売れるかという部分も変化しますの
で、コントロールもしないといけません。今
は人の交流も盛んになっていて、昔と比べる
と南半球にも相当優れた造り手が生まれるよ
うになってきました。例えば、僕らの子ども
世代が将来ワイナリーをしようとして研修先
を探すとすれば、まず、２月の終わりから３
月にブドウを収穫する南半球に行ってワイン
の醸造を勉強して、10月にはヨーロッパで勉
強するというように、たくさんのチャレンジ
ができようになっています。そのため、どん
どんスキルアップの速度も増しているという
現状です。
　ワインの栓は、コルクとスクリューキャッ
プが一般的で、最近はスクリューキャップの
ワインも増えて手軽に開けられるようになっ
ています。王冠のものもありますが、コルク
とスクリューキャップと王冠を比較すると、
王冠が１番機密性が高いため、微発泡でガス
を感じるものは王冠を使います。ただ、王冠
がワインの栓としてポピュラーになることは、
ちょっと考えられなくて、やはりコルクが多
いと思います。
　いずれにしても、今は、様々な国のワイン
が気軽に手に入るようになっていますので、
ヨーロッパの限られた有名な産地の物だけで
はなくて、いろんなワインを試してもらいた

いなと思います。
　さらに、日本のワインもブームになってい
ます。高知に関していえば、西ＲＣの会員さ
んである井上石灰工業さんが、井上ワイナリ
ーを興しています。現状は高知で栽培された
ブドウを収穫して、山梨県や島根県で醸造し
ていますが、今、南国に醸造設備を計画中で
す。１年後に建物が竣工して、ワイナリーに
必要な資材の搬入が始まり、2021年の収穫分
から、文字通り高知産のワインを出荷できる
ように進めています。今のところ赤ワインし
か造っていませんが、白ワインやスパークリ
ングワインも計画しているそうです。ブドウ
の木の生長とともにワインも生長する要素も
ありますので、すぐに成果が現れて、みんな
が驚くようなものができるものではないと思
いますが、ここは温かい目で見守って、僕自
身も応援をしながら、楽しみに展開を待って
いたいと思っています。
　もう１軒、土佐町のミシマワイナリーさん
です。山中さんというご夫妻が、ハウスが主
だと思いますが、ブドウを収穫して自社で醸
造をしています。もう１人、最近僕の店に顔
を出すようになった男性がいます。彼は今東
京のＩＴ系の企業に勤める40歳の方ですが、
山梨の醸造のカリキュラムを履行していて、
日本中のワイナリーを勉強して回りながら、
最終的には高知で自分のラベルを貼ったワイ
ンをリリースする計画で、今動いています。
　ワインの話からは少し逸れますが、高知は
日本酒の蔵元さんはもともとありますし、
ビールも、香美市の高知カンパーニュブルワ
リーのTOSACOや中央公園の近くのフライ
シュケーニッヒのオーナーの山本君が山本麦
酒をつくっています。これは店に行かないと
飲めませんが、なかなかおいしいので、皆さ
んも一度味わっていただけたらと思います。

 ● 竹村克彦　50周年の記念誌の発刊が大変遅
くなりましたこと、申し訳なく心からお詫び
いたします。吉村さん、卓話ありがとうござ
いました。ところで、東クラブのメンバーに
なりませんか？
 ● 永野正将　50周年記念誌がようやくできま
した。遅くなってしまい、本当に申し訳あり
ません。100周年に向けて盛り上げましょう。
 ● 鬼田知明　吉村さん、本日は卓話をいただ
きましてありがとうございました。東クラブ
はワイン好きなメンバーがたくさんいます。
今後もよろしくお願いします。
 ● 水上　元　家内の誕生祝いありがとうござ
いました。
 ● 中越貴宣　誕生祝いと入会記念のお祝いあ
りがとうございます。
 ● 西森　大　入会祝いいただきありがとうご
ざいました。３年目に突入いたしました。石
の上にも３年。これからもよろしくお願い申
し上げます。
 ● 寺尾正生　誕生日のお祝いありがとうござ
います。56歳と思っておりましたが、65歳で
した。
 ● 別役重具　誕生祝いお礼。先週の水曜日が
ちょうど誕生日でした。亥年の年男です。
 ● 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。
◇早退　１件

「ワインの最新情報」

◇ゲストスピーチ 吉村　泰紀 氏パロレ・エ・ムジーク・オーナーソムリエ
一般社団法人日本ソムリエ協会元四国支部支部長

2019年11月19日㈫　於：高知市中央公園

Ｒ財団地区補助金事業

「津波避難ビル・避難所マップ」寄贈式

2019年11月20日㈬　於：城西館

クラブ協議会
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だいた皆さま、ありがとうございました。
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子どもたちの笑顔の楽しそうな写真がありま
した。そこで、記事の解説を読み、感動した
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　1991年に200万人を超えていた来場者が、
前回2017年には77万人にまで落ち込み、車離
れが進み、回を追うごとに減少していた来場
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　これまでのイメージは「大きな会場に、各
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を高めて、自動車好きだけでなく、ファミリ
ー層や若者に向けて、自動車を見に来てくだ
さいというより、楽しみに来てくださいと呼
びかけた。会場では、インターネット、ＣＧ、
ドローンなど最新テクノロジーによるエンタ
ーテイメント、ゲストにはゴスペラーズ、さ
らにはキッザニアやお笑いライブまで、様々
なターゲットに向けたイベントが繰り広げら
れた。
　今回の東京モーターショーの成功は、「自
動車好き」という固定観念にとらわれず、柔
軟な発想によって、来場者の幅を広げたこと
にあると思います。そして、その人たちに今
までの自動車とは違う新しい「クルマの姿」
を見せ、メーカーとして、暮らしや街まで、
将来はこうなりますという未来像を提示した
ショーだったと言えます。
　経営やマーケティングのセミナーで、よく
売り手と買い手、「企業は電動ドリルを売り
たいけれど、お客が欲しいのは正確にあく穴
である」と言った例え話がされます。今回の
モーターショーでいえば、「メーカーは自動
車を売りたい、アピールしたい。でもお客さ
まが欲しいのは、目的地までの快適な移動で
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ある」ということです。私たちの仕事にも直
接的・間接的にかかわらずお客さまがいます。
作り手や売り手が一方的に商品やサービス、
その機能の特性をアピールするのではなく、
この商品を使ったら、このサービスを受けた
ら、あなたやあなたの暮らしがこうなります
という、お客さまが手に入れたい将来像をお
見せすることが、第一歩だということを教え
てくれた気がします。
　本日の卓話は、パロレ・エ・ムジーク・
オーナーソムリエの吉村泰紀さんです。
◇50周年記念誌委員会より
　大変遅くなりましたが、50周年記念誌がよ
うやくできました。発刊に際しましては、皆
さまから原稿やアドバイスをいただき、また、
デザイナーのアドゴーさん、ライターの池田
さん、印刷全般の飛鳥さん、お世話になりま
した。お陰様でこういう形に整ったことを心

から感謝申し上げます。
　ただ、発刊がこの時期になったこと、委員
長としてお詫び申し上げます。記念誌は残る
物ですので、手を抜くことは決してしないと
いう意識をもって仕上げたつもりです。100
周年に至るまで参考にしていただけたら、編
集に携わった者としては嬉しく思います。
◇副幹事より地区大会について
　今週末の地区大会へは、総勢20名強での参
加となります。23日、朝８時半、ＮＴＴ東局
前集合、地区大会・懇親会に参加。24日、本
会に出席後、昼食、帰高します。２回の昼食、
懇親会、ホテル代の集金に伺いますのでよろ
しくお願いします。
◇幹　事　報　告
・本日18時半から城西館でクラブ協議会を行

います。各委員長さんは出席をお願いしま
す。

◇出席率報告

 ● 前川美智子　昨日のＲＣ地区補助金プロジ
ェクト「お城下の津波避難ビル・避難所マッ
プ設置」の贈呈、お天気もよく多くの皆さま
にご参加いただき、晴れやかに目録もお渡し
しました。準備、段取り、運営全般、髙橋委
員長には大変お世話になりました。関係の皆
さま、本当にありがとうございました。本日
は小笠原先生のピアノ生演奏。やはり音色が
違い心満たされます。日ごろの感謝を込めて
ありがとうございます。　　
 ● 岡本淳一　吉村さん、卓話ありがとうござ
いました。今晩、少しワインを飲んでみます。
 ● 前田　博　前川さん、お陰様でプロ棋士と
の対局楽しめました。写真のお礼！
 ● 柳澤光秋　次女の結婚式、無事終了、別役
会員ありがとうございました。前夜祭、松岡
会員お世話になりました。神戸での第48回
ロータリー研究会出席しました。マローニＲ
Ｉ会長が臨席。　
 ● 髙橋卓弥　先日の津波避難ビルマップ寄贈
式に多数の方にご出席いただきありがとうご
ざいました。

　ご承知のように、今、世界中にワイン産地
が拡大しています。旧来、有名な所はフラン
ス・イタリア・スペイン、東欧諸国、ギリシ
ャなど、長い歴史を築き上げてきましたが、
現在注目されているのは、ジョージア、アル
メニアなどのコーカサス地方です。この地方
では、8000年前から未だに同じ品種のブドウ
を使って、ワインが継続して造られていて、
ここがワインの起源ではないかとも言われて
います。皆さんの周りには、まだ余り届いて
いないかもしれませんが、ワイン専門で取り
扱っている酒屋さんにいくと、ジョージアの
ワインも品揃えの中に定着しつつあります
し、ファンも少しずつ増えています。私の店
でもフランスやイタリアのワインではなくて、
ジョージアの白しか飲まないというお客さん
もいるという、個性的なワインでもあります。

　南半球のワイン生産も相当活発になってい
て、我々が酒屋さんやネットで買える、流通
量が多いのはオーストラリアです。また、こ
れから造り手が増えて、レベルアップして生
産量も増えるであろうという有望な国は、南
アフリカです。ここは、ケープタウンを中心
にどんどんワイン産地が広がっています。ア
パルトヘイトの時代は、クオリティの高いワ
インは造られてなかったのですが、平和的に
解決した今は、ワインを飲む人口も増えてい
ますし、外からの資本も入って、なおかつ、
他の国に勉強に行ってきた生産者が多くいる
ことと、若い造り手で優れた人たちが非常に
多いという印象があります。
　もう一つ、南米のチリのワインです。日本
で、チリのワインを飲んだことがない人はい
ないだろうと言われるぐらい、今はもうポピ
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■高知東ＲＣ当面の日程
12月４日㈬　五大奉仕中間発表・年次総会
12月４日㈬　定例理事会
12月６日㈮　年末防犯パトロール
　　　　　　（18：00 中央公園北口集合）
12月11日㈬　役員会
12月18日㈬　忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
12月25日㈬　ロータリー休日
2020年
１月１日㈬　休会（国民の祝日）
１月８日㈬　時間変更例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
１月８日㈬　定例理事会
１月12日㈰　水曜会バザー
　　　　　　場所：中央公園大丸前 10：00～
１月22日㈬　職場例会
１月22日㈬　役員会
１月29日㈬　ロータリー休日

■例会変更のお知らせ
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月３日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月９日㈪　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月17日㈫　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月19日㈭　年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ　12月19日㈭　クリスマス夜間例会
高知西ＲＣ　　12月20日㈮　忘年夜間例会
高知北ＲＣ　　12月23日㈪　クリスマス夜間例会
高知ＲＣ　　　12月24日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月24日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　12月26日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月26日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月27日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月30日㈪　年末休み
高知ＲＣ　　　12月31日㈫　年末休み
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月31日㈫　年末休み

● ニコニコ箱 ●
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11月20日
今期の累計

ュラーになっていて、何年か前にフランスを
抜いて、日本に輸入される量が１番多い国に
なっています。また、チリとアンデス山脈を
挟んだ反対側のアルゼンチンのメンドーサで
は、標高1700メートル位の畑という、他の場
所ではできないクオリティのものができつつ
あります。メンドーサのもう一つの特徴は、
カリフォルニアやフランスなど、他の産地で
優れたワインを造ってブランド力のある人た
ちが、新天地を求めるというか、そこでしか
できないワインづくりを目指してメンドーサ
でワインを造って世に出そうとしています。
　ワインというのは、ブドウの木を植えたか
らといって、おいしいワインができるブドウ
が収穫できるわけではありません。品質のい
いものができるようになるまでは、少なくて
も数年から数十年、先のことを考えながら
やっていかなければいけない。なおかつ、10
年後と今とではワインのトレンドや、どんな
ワインが売れるかという部分も変化しますの
で、コントロールもしないといけません。今
は人の交流も盛んになっていて、昔と比べる
と南半球にも相当優れた造り手が生まれるよ
うになってきました。例えば、僕らの子ども
世代が将来ワイナリーをしようとして研修先
を探すとすれば、まず、２月の終わりから３
月にブドウを収穫する南半球に行ってワイン
の醸造を勉強して、10月にはヨーロッパで勉
強するというように、たくさんのチャレンジ
ができようになっています。そのため、どん
どんスキルアップの速度も増しているという
現状です。
　ワインの栓は、コルクとスクリューキャッ
プが一般的で、最近はスクリューキャップの
ワインも増えて手軽に開けられるようになっ
ています。王冠のものもありますが、コルク
とスクリューキャップと王冠を比較すると、
王冠が１番機密性が高いため、微発泡でガス
を感じるものは王冠を使います。ただ、王冠
がワインの栓としてポピュラーになることは、
ちょっと考えられなくて、やはりコルクが多
いと思います。
　いずれにしても、今は、様々な国のワイン
が気軽に手に入るようになっていますので、
ヨーロッパの限られた有名な産地の物だけで
はなくて、いろんなワインを試してもらいた

いなと思います。
　さらに、日本のワインもブームになってい
ます。高知に関していえば、西ＲＣの会員さ
んである井上石灰工業さんが、井上ワイナリ
ーを興しています。現状は高知で栽培された
ブドウを収穫して、山梨県や島根県で醸造し
ていますが、今、南国に醸造設備を計画中で
す。１年後に建物が竣工して、ワイナリーに
必要な資材の搬入が始まり、2021年の収穫分
から、文字通り高知産のワインを出荷できる
ように進めています。今のところ赤ワインし
か造っていませんが、白ワインやスパークリ
ングワインも計画しているそうです。ブドウ
の木の生長とともにワインも生長する要素も
ありますので、すぐに成果が現れて、みんな
が驚くようなものができるものではないと思
いますが、ここは温かい目で見守って、僕自
身も応援をしながら、楽しみに展開を待って
いたいと思っています。
　もう１軒、土佐町のミシマワイナリーさん
です。山中さんというご夫妻が、ハウスが主
だと思いますが、ブドウを収穫して自社で醸
造をしています。もう１人、最近僕の店に顔
を出すようになった男性がいます。彼は今東
京のＩＴ系の企業に勤める40歳の方ですが、
山梨の醸造のカリキュラムを履行していて、
日本中のワイナリーを勉強して回りながら、
最終的には高知で自分のラベルを貼ったワイ
ンをリリースする計画で、今動いています。
　ワインの話からは少し逸れますが、高知は
日本酒の蔵元さんはもともとありますし、
ビールも、香美市の高知カンパーニュブルワ
リーのTOSACOや中央公園の近くのフライ
シュケーニッヒのオーナーの山本君が山本麦
酒をつくっています。これは店に行かないと
飲めませんが、なかなかおいしいので、皆さ
んも一度味わっていただけたらと思います。

 ● 竹村克彦　50周年の記念誌の発刊が大変遅
くなりましたこと、申し訳なく心からお詫び
いたします。吉村さん、卓話ありがとうござ
いました。ところで、東クラブのメンバーに
なりませんか？
 ● 永野正将　50周年記念誌がようやくできま
した。遅くなってしまい、本当に申し訳あり
ません。100周年に向けて盛り上げましょう。
 ● 鬼田知明　吉村さん、本日は卓話をいただ
きましてありがとうございました。東クラブ
はワイン好きなメンバーがたくさんいます。
今後もよろしくお願いします。
 ● 水上　元　家内の誕生祝いありがとうござ
いました。
 ● 中越貴宣　誕生祝いと入会記念のお祝いあ
りがとうございます。
 ● 西森　大　入会祝いいただきありがとうご
ざいました。３年目に突入いたしました。石
の上にも３年。これからもよろしくお願い申
し上げます。
 ● 寺尾正生　誕生日のお祝いありがとうござ
います。56歳と思っておりましたが、65歳で
した。
 ● 別役重具　誕生祝いお礼。先週の水曜日が
ちょうど誕生日でした。亥年の年男です。
 ● 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。
◇早退　１件

「ワインの最新情報」

◇ゲストスピーチ 吉村　泰紀 氏パロレ・エ・ムジーク・オーナーソムリエ
一般社団法人日本ソムリエ協会元四国支部支部長

2019年11月19日㈫　於：高知市中央公園

Ｒ財団地区補助金事業

「津波避難ビル・避難所マップ」寄贈式

2019年11月20日㈬　於：城西館

クラブ協議会



高知東ロータリークラブ週報
第2399号

11月27日.2019

本日　11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
　　　 「おむつバンクのその後」

武樋　保恵 氏社会福祉法人みその児童福祉会 乳児院
高知聖園ベビーホーム 園長

次週　12月４日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　五 大 奉 仕 中 間 発 表 ・ 年 次 総 会

第2445回　例会報告／令和元年11月20日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
昨日は、今年度の地区補
助金による「津波避難ビ
ル・避難所マップ」の寄
贈式を行いました。中央
公園南側という人通りの

多い場所に設置することで、周知され、日ご
ろから防災意識向上に少しでも役に立てれば
と思います。髙橋委員長はじめ、ご参加いた
だいた皆さま、ありがとうございました。
　少し前の話になりますが、今月４日に閉幕
した第46回東京モーターショーの来場者が
130万人を超えたと話題になりました。見出
しは「なぜ、今年の東京モーターショーは来
場者の大幅増加に成功したのか？」とあり、
子どもたちの笑顔の楽しそうな写真がありま
した。そこで、記事の解説を読み、感動した
ので皆さんにお伝えします。
　1991年に200万人を超えていた来場者が、
前回2017年には77万人にまで落ち込み、車離
れが進み、回を追うごとに減少していた来場
者が、なぜ今年急増したのか。
　これまでのイメージは「大きな会場に、各
自動車メーカーが最新モデルの車や近未来車
を展示し、キャンペーンガールが横に立ち、
各メーカーのトップや開発者が自社の技術や
機能をアピールする場」であった。来場者も

いち早く新技術やデザインを見たいという車
好きの人たち。　
　しかし、今回は事前のＰＲから違っていた。
業界の枠を超え、世界でグローバルに活動す
る200近い企業や団体が参加し、最新技術を
使った動画を駆使して、イベントへの期待感
を高めて、自動車好きだけでなく、ファミリ
ー層や若者に向けて、自動車を見に来てくだ
さいというより、楽しみに来てくださいと呼
びかけた。会場では、インターネット、ＣＧ、
ドローンなど最新テクノロジーによるエンタ
ーテイメント、ゲストにはゴスペラーズ、さ
らにはキッザニアやお笑いライブまで、様々
なターゲットに向けたイベントが繰り広げら
れた。
　今回の東京モーターショーの成功は、「自
動車好き」という固定観念にとらわれず、柔
軟な発想によって、来場者の幅を広げたこと
にあると思います。そして、その人たちに今
までの自動車とは違う新しい「クルマの姿」
を見せ、メーカーとして、暮らしや街まで、
将来はこうなりますという未来像を提示した
ショーだったと言えます。
　経営やマーケティングのセミナーで、よく
売り手と買い手、「企業は電動ドリルを売り
たいけれど、お客が欲しいのは正確にあく穴
である」と言った例え話がされます。今回の
モーターショーでいえば、「メーカーは自動
車を売りたい、アピールしたい。でもお客さ
まが欲しいのは、目的地までの快適な移動で
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ある」ということです。私たちの仕事にも直
接的・間接的にかかわらずお客さまがいます。
作り手や売り手が一方的に商品やサービス、
その機能の特性をアピールするのではなく、
この商品を使ったら、このサービスを受けた
ら、あなたやあなたの暮らしがこうなります
という、お客さまが手に入れたい将来像をお
見せすることが、第一歩だということを教え
てくれた気がします。
　本日の卓話は、パロレ・エ・ムジーク・
オーナーソムリエの吉村泰紀さんです。
◇50周年記念誌委員会より
　大変遅くなりましたが、50周年記念誌がよ
うやくできました。発刊に際しましては、皆
さまから原稿やアドバイスをいただき、また、
デザイナーのアドゴーさん、ライターの池田
さん、印刷全般の飛鳥さん、お世話になりま
した。お陰様でこういう形に整ったことを心

から感謝申し上げます。
　ただ、発刊がこの時期になったこと、委員
長としてお詫び申し上げます。記念誌は残る
物ですので、手を抜くことは決してしないと
いう意識をもって仕上げたつもりです。100
周年に至るまで参考にしていただけたら、編
集に携わった者としては嬉しく思います。
◇副幹事より地区大会について
　今週末の地区大会へは、総勢20名強での参
加となります。23日、朝８時半、ＮＴＴ東局
前集合、地区大会・懇親会に参加。24日、本
会に出席後、昼食、帰高します。２回の昼食、
懇親会、ホテル代の集金に伺いますのでよろ
しくお願いします。
◇幹　事　報　告
・本日18時半から城西館でクラブ協議会を行

います。各委員長さんは出席をお願いしま
す。

◇出席率報告

 ● 前川美智子　昨日のＲＣ地区補助金プロジ
ェクト「お城下の津波避難ビル・避難所マッ
プ設置」の贈呈、お天気もよく多くの皆さま
にご参加いただき、晴れやかに目録もお渡し
しました。準備、段取り、運営全般、髙橋委
員長には大変お世話になりました。関係の皆
さま、本当にありがとうございました。本日
は小笠原先生のピアノ生演奏。やはり音色が
違い心満たされます。日ごろの感謝を込めて
ありがとうございます。　　
 ● 岡本淳一　吉村さん、卓話ありがとうござ
いました。今晩、少しワインを飲んでみます。
 ● 前田　博　前川さん、お陰様でプロ棋士と
の対局楽しめました。写真のお礼！
 ● 柳澤光秋　次女の結婚式、無事終了、別役
会員ありがとうございました。前夜祭、松岡
会員お世話になりました。神戸での第48回
ロータリー研究会出席しました。マローニＲ
Ｉ会長が臨席。　
 ● 髙橋卓弥　先日の津波避難ビルマップ寄贈
式に多数の方にご出席いただきありがとうご
ざいました。

　ご承知のように、今、世界中にワイン産地
が拡大しています。旧来、有名な所はフラン
ス・イタリア・スペイン、東欧諸国、ギリシ
ャなど、長い歴史を築き上げてきましたが、
現在注目されているのは、ジョージア、アル
メニアなどのコーカサス地方です。この地方
では、8000年前から未だに同じ品種のブドウ
を使って、ワインが継続して造られていて、
ここがワインの起源ではないかとも言われて
います。皆さんの周りには、まだ余り届いて
いないかもしれませんが、ワイン専門で取り
扱っている酒屋さんにいくと、ジョージアの
ワインも品揃えの中に定着しつつあります
し、ファンも少しずつ増えています。私の店
でもフランスやイタリアのワインではなくて、
ジョージアの白しか飲まないというお客さん
もいるという、個性的なワインでもあります。

　南半球のワイン生産も相当活発になってい
て、我々が酒屋さんやネットで買える、流通
量が多いのはオーストラリアです。また、こ
れから造り手が増えて、レベルアップして生
産量も増えるであろうという有望な国は、南
アフリカです。ここは、ケープタウンを中心
にどんどんワイン産地が広がっています。ア
パルトヘイトの時代は、クオリティの高いワ
インは造られてなかったのですが、平和的に
解決した今は、ワインを飲む人口も増えてい
ますし、外からの資本も入って、なおかつ、
他の国に勉強に行ってきた生産者が多くいる
ことと、若い造り手で優れた人たちが非常に
多いという印象があります。
　もう一つ、南米のチリのワインです。日本
で、チリのワインを飲んだことがない人はい
ないだろうと言われるぐらい、今はもうポピ
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■高知東ＲＣ当面の日程
12月４日㈬　五大奉仕中間発表・年次総会
12月４日㈬　定例理事会
12月６日㈮　年末防犯パトロール
　　　　　　（18：00 中央公園北口集合）
12月11日㈬　役員会
12月18日㈬　忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
12月25日㈬　ロータリー休日
2020年
１月１日㈬　休会（国民の祝日）
１月８日㈬　時間変更例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
１月８日㈬　定例理事会
１月12日㈰　水曜会バザー
　　　　　　場所：中央公園大丸前 10：00～
１月22日㈬　職場例会
１月22日㈬　役員会
１月29日㈬　ロータリー休日

■例会変更のお知らせ
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月３日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月９日㈪　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月17日㈫　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月19日㈭　年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ　12月19日㈭　クリスマス夜間例会
高知西ＲＣ　　12月20日㈮　忘年夜間例会
高知北ＲＣ　　12月23日㈪　クリスマス夜間例会
高知ＲＣ　　　12月24日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月24日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　12月26日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月26日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月27日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月30日㈪　年末休み
高知ＲＣ　　　12月31日㈫　年末休み
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月31日㈫　年末休み
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11月20日
今期の累計

ュラーになっていて、何年か前にフランスを
抜いて、日本に輸入される量が１番多い国に
なっています。また、チリとアンデス山脈を
挟んだ反対側のアルゼンチンのメンドーサで
は、標高1700メートル位の畑という、他の場
所ではできないクオリティのものができつつ
あります。メンドーサのもう一つの特徴は、
カリフォルニアやフランスなど、他の産地で
優れたワインを造ってブランド力のある人た
ちが、新天地を求めるというか、そこでしか
できないワインづくりを目指してメンドーサ
でワインを造って世に出そうとしています。
　ワインというのは、ブドウの木を植えたか
らといって、おいしいワインができるブドウ
が収穫できるわけではありません。品質のい
いものができるようになるまでは、少なくて
も数年から数十年、先のことを考えながら
やっていかなければいけない。なおかつ、10
年後と今とではワインのトレンドや、どんな
ワインが売れるかという部分も変化しますの
で、コントロールもしないといけません。今
は人の交流も盛んになっていて、昔と比べる
と南半球にも相当優れた造り手が生まれるよ
うになってきました。例えば、僕らの子ども
世代が将来ワイナリーをしようとして研修先
を探すとすれば、まず、２月の終わりから３
月にブドウを収穫する南半球に行ってワイン
の醸造を勉強して、10月にはヨーロッパで勉
強するというように、たくさんのチャレンジ
ができようになっています。そのため、どん
どんスキルアップの速度も増しているという
現状です。
　ワインの栓は、コルクとスクリューキャッ
プが一般的で、最近はスクリューキャップの
ワインも増えて手軽に開けられるようになっ
ています。王冠のものもありますが、コルク
とスクリューキャップと王冠を比較すると、
王冠が１番機密性が高いため、微発泡でガス
を感じるものは王冠を使います。ただ、王冠
がワインの栓としてポピュラーになることは、
ちょっと考えられなくて、やはりコルクが多
いと思います。
　いずれにしても、今は、様々な国のワイン
が気軽に手に入るようになっていますので、
ヨーロッパの限られた有名な産地の物だけで
はなくて、いろんなワインを試してもらいた

いなと思います。
　さらに、日本のワインもブームになってい
ます。高知に関していえば、西ＲＣの会員さ
んである井上石灰工業さんが、井上ワイナリ
ーを興しています。現状は高知で栽培された
ブドウを収穫して、山梨県や島根県で醸造し
ていますが、今、南国に醸造設備を計画中で
す。１年後に建物が竣工して、ワイナリーに
必要な資材の搬入が始まり、2021年の収穫分
から、文字通り高知産のワインを出荷できる
ように進めています。今のところ赤ワインし
か造っていませんが、白ワインやスパークリ
ングワインも計画しているそうです。ブドウ
の木の生長とともにワインも生長する要素も
ありますので、すぐに成果が現れて、みんな
が驚くようなものができるものではないと思
いますが、ここは温かい目で見守って、僕自
身も応援をしながら、楽しみに展開を待って
いたいと思っています。
　もう１軒、土佐町のミシマワイナリーさん
です。山中さんというご夫妻が、ハウスが主
だと思いますが、ブドウを収穫して自社で醸
造をしています。もう１人、最近僕の店に顔
を出すようになった男性がいます。彼は今東
京のＩＴ系の企業に勤める40歳の方ですが、
山梨の醸造のカリキュラムを履行していて、
日本中のワイナリーを勉強して回りながら、
最終的には高知で自分のラベルを貼ったワイ
ンをリリースする計画で、今動いています。
　ワインの話からは少し逸れますが、高知は
日本酒の蔵元さんはもともとありますし、
ビールも、香美市の高知カンパーニュブルワ
リーのTOSACOや中央公園の近くのフライ
シュケーニッヒのオーナーの山本君が山本麦
酒をつくっています。これは店に行かないと
飲めませんが、なかなかおいしいので、皆さ
んも一度味わっていただけたらと思います。

 ● 竹村克彦　50周年の記念誌の発刊が大変遅
くなりましたこと、申し訳なく心からお詫び
いたします。吉村さん、卓話ありがとうござ
いました。ところで、東クラブのメンバーに
なりませんか？
 ● 永野正将　50周年記念誌がようやくできま
した。遅くなってしまい、本当に申し訳あり
ません。100周年に向けて盛り上げましょう。
 ● 鬼田知明　吉村さん、本日は卓話をいただ
きましてありがとうございました。東クラブ
はワイン好きなメンバーがたくさんいます。
今後もよろしくお願いします。
 ● 水上　元　家内の誕生祝いありがとうござ
いました。
 ● 中越貴宣　誕生祝いと入会記念のお祝いあ
りがとうございます。
 ● 西森　大　入会祝いいただきありがとうご
ざいました。３年目に突入いたしました。石
の上にも３年。これからもよろしくお願い申
し上げます。
 ● 寺尾正生　誕生日のお祝いありがとうござ
います。56歳と思っておりましたが、65歳で
した。
 ● 別役重具　誕生祝いお礼。先週の水曜日が
ちょうど誕生日でした。亥年の年男です。
 ● 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。
◇早退　１件

「ワインの最新情報」

◇ゲストスピーチ 吉村　泰紀 氏パロレ・エ・ムジーク・オーナーソムリエ
一般社団法人日本ソムリエ協会元四国支部支部長

2019年11月19日㈫　於：高知市中央公園

Ｒ財団地区補助金事業

「津波避難ビル・避難所マップ」寄贈式

2019年11月20日㈬　於：城西館

クラブ協議会
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本日　11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
　　　 「おむつバンクのその後」

武樋　保恵 氏社会福祉法人みその児童福祉会 乳児院
高知聖園ベビーホーム 園長

次週　12月４日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　五 大 奉 仕 中 間 発 表 ・ 年 次 総 会

第2445回　例会報告／令和元年11月20日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
昨日は、今年度の地区補
助金による「津波避難ビ
ル・避難所マップ」の寄
贈式を行いました。中央
公園南側という人通りの

多い場所に設置することで、周知され、日ご
ろから防災意識向上に少しでも役に立てれば
と思います。髙橋委員長はじめ、ご参加いた
だいた皆さま、ありがとうございました。
　少し前の話になりますが、今月４日に閉幕
した第46回東京モーターショーの来場者が
130万人を超えたと話題になりました。見出
しは「なぜ、今年の東京モーターショーは来
場者の大幅増加に成功したのか？」とあり、
子どもたちの笑顔の楽しそうな写真がありま
した。そこで、記事の解説を読み、感動した
ので皆さんにお伝えします。
　1991年に200万人を超えていた来場者が、
前回2017年には77万人にまで落ち込み、車離
れが進み、回を追うごとに減少していた来場
者が、なぜ今年急増したのか。
　これまでのイメージは「大きな会場に、各
自動車メーカーが最新モデルの車や近未来車
を展示し、キャンペーンガールが横に立ち、
各メーカーのトップや開発者が自社の技術や
機能をアピールする場」であった。来場者も

いち早く新技術やデザインを見たいという車
好きの人たち。　
　しかし、今回は事前のＰＲから違っていた。
業界の枠を超え、世界でグローバルに活動す
る200近い企業や団体が参加し、最新技術を
使った動画を駆使して、イベントへの期待感
を高めて、自動車好きだけでなく、ファミリ
ー層や若者に向けて、自動車を見に来てくだ
さいというより、楽しみに来てくださいと呼
びかけた。会場では、インターネット、ＣＧ、
ドローンなど最新テクノロジーによるエンタ
ーテイメント、ゲストにはゴスペラーズ、さ
らにはキッザニアやお笑いライブまで、様々
なターゲットに向けたイベントが繰り広げら
れた。
　今回の東京モーターショーの成功は、「自
動車好き」という固定観念にとらわれず、柔
軟な発想によって、来場者の幅を広げたこと
にあると思います。そして、その人たちに今
までの自動車とは違う新しい「クルマの姿」
を見せ、メーカーとして、暮らしや街まで、
将来はこうなりますという未来像を提示した
ショーだったと言えます。
　経営やマーケティングのセミナーで、よく
売り手と買い手、「企業は電動ドリルを売り
たいけれど、お客が欲しいのは正確にあく穴
である」と言った例え話がされます。今回の
モーターショーでいえば、「メーカーは自動
車を売りたい、アピールしたい。でもお客さ
まが欲しいのは、目的地までの快適な移動で
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ある」ということです。私たちの仕事にも直
接的・間接的にかかわらずお客さまがいます。
作り手や売り手が一方的に商品やサービス、
その機能の特性をアピールするのではなく、
この商品を使ったら、このサービスを受けた
ら、あなたやあなたの暮らしがこうなります
という、お客さまが手に入れたい将来像をお
見せすることが、第一歩だということを教え
てくれた気がします。
　本日の卓話は、パロレ・エ・ムジーク・
オーナーソムリエの吉村泰紀さんです。
◇50周年記念誌委員会より
　大変遅くなりましたが、50周年記念誌がよ
うやくできました。発刊に際しましては、皆
さまから原稿やアドバイスをいただき、また、
デザイナーのアドゴーさん、ライターの池田
さん、印刷全般の飛鳥さん、お世話になりま
した。お陰様でこういう形に整ったことを心

から感謝申し上げます。
　ただ、発刊がこの時期になったこと、委員
長としてお詫び申し上げます。記念誌は残る
物ですので、手を抜くことは決してしないと
いう意識をもって仕上げたつもりです。100
周年に至るまで参考にしていただけたら、編
集に携わった者としては嬉しく思います。
◇副幹事より地区大会について
　今週末の地区大会へは、総勢20名強での参
加となります。23日、朝８時半、ＮＴＴ東局
前集合、地区大会・懇親会に参加。24日、本
会に出席後、昼食、帰高します。２回の昼食、
懇親会、ホテル代の集金に伺いますのでよろ
しくお願いします。
◇幹　事　報　告
・本日18時半から城西館でクラブ協議会を行

います。各委員長さんは出席をお願いしま
す。

◇出席率報告

 ● 前川美智子　昨日のＲＣ地区補助金プロジ
ェクト「お城下の津波避難ビル・避難所マッ
プ設置」の贈呈、お天気もよく多くの皆さま
にご参加いただき、晴れやかに目録もお渡し
しました。準備、段取り、運営全般、髙橋委
員長には大変お世話になりました。関係の皆
さま、本当にありがとうございました。本日
は小笠原先生のピアノ生演奏。やはり音色が
違い心満たされます。日ごろの感謝を込めて
ありがとうございます。　　
 ● 岡本淳一　吉村さん、卓話ありがとうござ
いました。今晩、少しワインを飲んでみます。
 ● 前田　博　前川さん、お陰様でプロ棋士と
の対局楽しめました。写真のお礼！
 ● 柳澤光秋　次女の結婚式、無事終了、別役
会員ありがとうございました。前夜祭、松岡
会員お世話になりました。神戸での第48回
ロータリー研究会出席しました。マローニＲ
Ｉ会長が臨席。　
 ● 髙橋卓弥　先日の津波避難ビルマップ寄贈
式に多数の方にご出席いただきありがとうご
ざいました。

　ご承知のように、今、世界中にワイン産地
が拡大しています。旧来、有名な所はフラン
ス・イタリア・スペイン、東欧諸国、ギリシ
ャなど、長い歴史を築き上げてきましたが、
現在注目されているのは、ジョージア、アル
メニアなどのコーカサス地方です。この地方
では、8000年前から未だに同じ品種のブドウ
を使って、ワインが継続して造られていて、
ここがワインの起源ではないかとも言われて
います。皆さんの周りには、まだ余り届いて
いないかもしれませんが、ワイン専門で取り
扱っている酒屋さんにいくと、ジョージアの
ワインも品揃えの中に定着しつつあります
し、ファンも少しずつ増えています。私の店
でもフランスやイタリアのワインではなくて、
ジョージアの白しか飲まないというお客さん
もいるという、個性的なワインでもあります。

　南半球のワイン生産も相当活発になってい
て、我々が酒屋さんやネットで買える、流通
量が多いのはオーストラリアです。また、こ
れから造り手が増えて、レベルアップして生
産量も増えるであろうという有望な国は、南
アフリカです。ここは、ケープタウンを中心
にどんどんワイン産地が広がっています。ア
パルトヘイトの時代は、クオリティの高いワ
インは造られてなかったのですが、平和的に
解決した今は、ワインを飲む人口も増えてい
ますし、外からの資本も入って、なおかつ、
他の国に勉強に行ってきた生産者が多くいる
ことと、若い造り手で優れた人たちが非常に
多いという印象があります。
　もう一つ、南米のチリのワインです。日本
で、チリのワインを飲んだことがない人はい
ないだろうと言われるぐらい、今はもうポピ
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■高知東ＲＣ当面の日程
12月４日㈬　五大奉仕中間発表・年次総会
12月４日㈬　定例理事会
12月６日㈮　年末防犯パトロール
　　　　　　（18：00 中央公園北口集合）
12月11日㈬　役員会
12月18日㈬　忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
12月25日㈬　ロータリー休日
2020年
１月１日㈬　休会（国民の祝日）
１月８日㈬　時間変更例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
１月８日㈬　定例理事会
１月12日㈰　水曜会バザー
　　　　　　場所：中央公園大丸前 10：00～
１月22日㈬　職場例会
１月22日㈬　役員会
１月29日㈬　ロータリー休日

■例会変更のお知らせ
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月３日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月９日㈪　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月17日㈫　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月19日㈭　年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ　12月19日㈭　クリスマス夜間例会
高知西ＲＣ　　12月20日㈮　忘年夜間例会
高知北ＲＣ　　12月23日㈪　クリスマス夜間例会
高知ＲＣ　　　12月24日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月24日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　12月26日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月26日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月27日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月30日㈪　年末休み
高知ＲＣ　　　12月31日㈫　年末休み
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月31日㈫　年末休み
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今期の累計

ュラーになっていて、何年か前にフランスを
抜いて、日本に輸入される量が１番多い国に
なっています。また、チリとアンデス山脈を
挟んだ反対側のアルゼンチンのメンドーサで
は、標高1700メートル位の畑という、他の場
所ではできないクオリティのものができつつ
あります。メンドーサのもう一つの特徴は、
カリフォルニアやフランスなど、他の産地で
優れたワインを造ってブランド力のある人た
ちが、新天地を求めるというか、そこでしか
できないワインづくりを目指してメンドーサ
でワインを造って世に出そうとしています。
　ワインというのは、ブドウの木を植えたか
らといって、おいしいワインができるブドウ
が収穫できるわけではありません。品質のい
いものができるようになるまでは、少なくて
も数年から数十年、先のことを考えながら
やっていかなければいけない。なおかつ、10
年後と今とではワインのトレンドや、どんな
ワインが売れるかという部分も変化しますの
で、コントロールもしないといけません。今
は人の交流も盛んになっていて、昔と比べる
と南半球にも相当優れた造り手が生まれるよ
うになってきました。例えば、僕らの子ども
世代が将来ワイナリーをしようとして研修先
を探すとすれば、まず、２月の終わりから３
月にブドウを収穫する南半球に行ってワイン
の醸造を勉強して、10月にはヨーロッパで勉
強するというように、たくさんのチャレンジ
ができようになっています。そのため、どん
どんスキルアップの速度も増しているという
現状です。
　ワインの栓は、コルクとスクリューキャッ
プが一般的で、最近はスクリューキャップの
ワインも増えて手軽に開けられるようになっ
ています。王冠のものもありますが、コルク
とスクリューキャップと王冠を比較すると、
王冠が１番機密性が高いため、微発泡でガス
を感じるものは王冠を使います。ただ、王冠
がワインの栓としてポピュラーになることは、
ちょっと考えられなくて、やはりコルクが多
いと思います。
　いずれにしても、今は、様々な国のワイン
が気軽に手に入るようになっていますので、
ヨーロッパの限られた有名な産地の物だけで
はなくて、いろんなワインを試してもらいた

いなと思います。
　さらに、日本のワインもブームになってい
ます。高知に関していえば、西ＲＣの会員さ
んである井上石灰工業さんが、井上ワイナリ
ーを興しています。現状は高知で栽培された
ブドウを収穫して、山梨県や島根県で醸造し
ていますが、今、南国に醸造設備を計画中で
す。１年後に建物が竣工して、ワイナリーに
必要な資材の搬入が始まり、2021年の収穫分
から、文字通り高知産のワインを出荷できる
ように進めています。今のところ赤ワインし
か造っていませんが、白ワインやスパークリ
ングワインも計画しているそうです。ブドウ
の木の生長とともにワインも生長する要素も
ありますので、すぐに成果が現れて、みんな
が驚くようなものができるものではないと思
いますが、ここは温かい目で見守って、僕自
身も応援をしながら、楽しみに展開を待って
いたいと思っています。
　もう１軒、土佐町のミシマワイナリーさん
です。山中さんというご夫妻が、ハウスが主
だと思いますが、ブドウを収穫して自社で醸
造をしています。もう１人、最近僕の店に顔
を出すようになった男性がいます。彼は今東
京のＩＴ系の企業に勤める40歳の方ですが、
山梨の醸造のカリキュラムを履行していて、
日本中のワイナリーを勉強して回りながら、
最終的には高知で自分のラベルを貼ったワイ
ンをリリースする計画で、今動いています。
　ワインの話からは少し逸れますが、高知は
日本酒の蔵元さんはもともとありますし、
ビールも、香美市の高知カンパーニュブルワ
リーのTOSACOや中央公園の近くのフライ
シュケーニッヒのオーナーの山本君が山本麦
酒をつくっています。これは店に行かないと
飲めませんが、なかなかおいしいので、皆さ
んも一度味わっていただけたらと思います。

 ● 竹村克彦　50周年の記念誌の発刊が大変遅
くなりましたこと、申し訳なく心からお詫び
いたします。吉村さん、卓話ありがとうござ
いました。ところで、東クラブのメンバーに
なりませんか？
 ● 永野正将　50周年記念誌がようやくできま
した。遅くなってしまい、本当に申し訳あり
ません。100周年に向けて盛り上げましょう。
 ● 鬼田知明　吉村さん、本日は卓話をいただ
きましてありがとうございました。東クラブ
はワイン好きなメンバーがたくさんいます。
今後もよろしくお願いします。
 ● 水上　元　家内の誕生祝いありがとうござ
いました。
 ● 中越貴宣　誕生祝いと入会記念のお祝いあ
りがとうございます。
 ● 西森　大　入会祝いいただきありがとうご
ざいました。３年目に突入いたしました。石
の上にも３年。これからもよろしくお願い申
し上げます。
 ● 寺尾正生　誕生日のお祝いありがとうござ
います。56歳と思っておりましたが、65歳で
した。
 ● 別役重具　誕生祝いお礼。先週の水曜日が
ちょうど誕生日でした。亥年の年男です。
 ● 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。
◇早退　１件

「ワインの最新情報」

◇ゲストスピーチ 吉村　泰紀 氏パロレ・エ・ムジーク・オーナーソムリエ
一般社団法人日本ソムリエ協会元四国支部支部長

2019年11月19日㈫　於：高知市中央公園

Ｒ財団地区補助金事業

「津波避難ビル・避難所マップ」寄贈式

2019年11月20日㈬　於：城西館

クラブ協議会
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本日　11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
　　　 「おむつバンクのその後」

武樋　保恵 氏社会福祉法人みその児童福祉会 乳児院
高知聖園ベビーホーム 園長

次週　12月４日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　五 大 奉 仕 中 間 発 表 ・ 年 次 総 会

第2445回　例会報告／令和元年11月20日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
昨日は、今年度の地区補
助金による「津波避難ビ
ル・避難所マップ」の寄
贈式を行いました。中央
公園南側という人通りの

多い場所に設置することで、周知され、日ご
ろから防災意識向上に少しでも役に立てれば
と思います。髙橋委員長はじめ、ご参加いた
だいた皆さま、ありがとうございました。
　少し前の話になりますが、今月４日に閉幕
した第46回東京モーターショーの来場者が
130万人を超えたと話題になりました。見出
しは「なぜ、今年の東京モーターショーは来
場者の大幅増加に成功したのか？」とあり、
子どもたちの笑顔の楽しそうな写真がありま
した。そこで、記事の解説を読み、感動した
ので皆さんにお伝えします。
　1991年に200万人を超えていた来場者が、
前回2017年には77万人にまで落ち込み、車離
れが進み、回を追うごとに減少していた来場
者が、なぜ今年急増したのか。
　これまでのイメージは「大きな会場に、各
自動車メーカーが最新モデルの車や近未来車
を展示し、キャンペーンガールが横に立ち、
各メーカーのトップや開発者が自社の技術や
機能をアピールする場」であった。来場者も

いち早く新技術やデザインを見たいという車
好きの人たち。　
　しかし、今回は事前のＰＲから違っていた。
業界の枠を超え、世界でグローバルに活動す
る200近い企業や団体が参加し、最新技術を
使った動画を駆使して、イベントへの期待感
を高めて、自動車好きだけでなく、ファミリ
ー層や若者に向けて、自動車を見に来てくだ
さいというより、楽しみに来てくださいと呼
びかけた。会場では、インターネット、ＣＧ、
ドローンなど最新テクノロジーによるエンタ
ーテイメント、ゲストにはゴスペラーズ、さ
らにはキッザニアやお笑いライブまで、様々
なターゲットに向けたイベントが繰り広げら
れた。
　今回の東京モーターショーの成功は、「自
動車好き」という固定観念にとらわれず、柔
軟な発想によって、来場者の幅を広げたこと
にあると思います。そして、その人たちに今
までの自動車とは違う新しい「クルマの姿」
を見せ、メーカーとして、暮らしや街まで、
将来はこうなりますという未来像を提示した
ショーだったと言えます。
　経営やマーケティングのセミナーで、よく
売り手と買い手、「企業は電動ドリルを売り
たいけれど、お客が欲しいのは正確にあく穴
である」と言った例え話がされます。今回の
モーターショーでいえば、「メーカーは自動
車を売りたい、アピールしたい。でもお客さ
まが欲しいのは、目的地までの快適な移動で
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ある」ということです。私たちの仕事にも直
接的・間接的にかかわらずお客さまがいます。
作り手や売り手が一方的に商品やサービス、
その機能の特性をアピールするのではなく、
この商品を使ったら、このサービスを受けた
ら、あなたやあなたの暮らしがこうなります
という、お客さまが手に入れたい将来像をお
見せすることが、第一歩だということを教え
てくれた気がします。
　本日の卓話は、パロレ・エ・ムジーク・
オーナーソムリエの吉村泰紀さんです。
◇50周年記念誌委員会より
　大変遅くなりましたが、50周年記念誌がよ
うやくできました。発刊に際しましては、皆
さまから原稿やアドバイスをいただき、また、
デザイナーのアドゴーさん、ライターの池田
さん、印刷全般の飛鳥さん、お世話になりま
した。お陰様でこういう形に整ったことを心

から感謝申し上げます。
　ただ、発刊がこの時期になったこと、委員
長としてお詫び申し上げます。記念誌は残る
物ですので、手を抜くことは決してしないと
いう意識をもって仕上げたつもりです。100
周年に至るまで参考にしていただけたら、編
集に携わった者としては嬉しく思います。
◇副幹事より地区大会について
　今週末の地区大会へは、総勢20名強での参
加となります。23日、朝８時半、ＮＴＴ東局
前集合、地区大会・懇親会に参加。24日、本
会に出席後、昼食、帰高します。２回の昼食、
懇親会、ホテル代の集金に伺いますのでよろ
しくお願いします。
◇幹　事　報　告
・本日18時半から城西館でクラブ協議会を行

います。各委員長さんは出席をお願いしま
す。
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 ● 前川美智子　昨日のＲＣ地区補助金プロジ
ェクト「お城下の津波避難ビル・避難所マッ
プ設置」の贈呈、お天気もよく多くの皆さま
にご参加いただき、晴れやかに目録もお渡し
しました。準備、段取り、運営全般、髙橋委
員長には大変お世話になりました。関係の皆
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違い心満たされます。日ごろの感謝を込めて
ありがとうございます。　　
 ● 岡本淳一　吉村さん、卓話ありがとうござ
いました。今晩、少しワインを飲んでみます。
 ● 前田　博　前川さん、お陰様でプロ棋士と
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会員ありがとうございました。前夜祭、松岡
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ロータリー研究会出席しました。マローニＲ
Ｉ会長が臨席。　
 ● 髙橋卓弥　先日の津波避難ビルマップ寄贈
式に多数の方にご出席いただきありがとうご
ざいました。

　ご承知のように、今、世界中にワイン産地
が拡大しています。旧来、有名な所はフラン
ス・イタリア・スペイン、東欧諸国、ギリシ
ャなど、長い歴史を築き上げてきましたが、
現在注目されているのは、ジョージア、アル
メニアなどのコーカサス地方です。この地方
では、8000年前から未だに同じ品種のブドウ
を使って、ワインが継続して造られていて、
ここがワインの起源ではないかとも言われて
います。皆さんの周りには、まだ余り届いて
いないかもしれませんが、ワイン専門で取り
扱っている酒屋さんにいくと、ジョージアの
ワインも品揃えの中に定着しつつあります
し、ファンも少しずつ増えています。私の店
でもフランスやイタリアのワインではなくて、
ジョージアの白しか飲まないというお客さん
もいるという、個性的なワインでもあります。

　南半球のワイン生産も相当活発になってい
て、我々が酒屋さんやネットで買える、流通
量が多いのはオーストラリアです。また、こ
れから造り手が増えて、レベルアップして生
産量も増えるであろうという有望な国は、南
アフリカです。ここは、ケープタウンを中心
にどんどんワイン産地が広がっています。ア
パルトヘイトの時代は、クオリティの高いワ
インは造られてなかったのですが、平和的に
解決した今は、ワインを飲む人口も増えてい
ますし、外からの資本も入って、なおかつ、
他の国に勉強に行ってきた生産者が多くいる
ことと、若い造り手で優れた人たちが非常に
多いという印象があります。
　もう一つ、南米のチリのワインです。日本
で、チリのワインを飲んだことがない人はい
ないだろうと言われるぐらい、今はもうポピ
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■高知東ＲＣ当面の日程
12月４日㈬　五大奉仕中間発表・年次総会
12月４日㈬　定例理事会
12月６日㈮　年末防犯パトロール
　　　　　　（18：00 中央公園北口集合）
12月11日㈬　役員会
12月18日㈬　忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
12月25日㈬　ロータリー休日
2020年
１月１日㈬　休会（国民の祝日）
１月８日㈬　時間変更例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
１月８日㈬　定例理事会
１月12日㈰　水曜会バザー
　　　　　　場所：中央公園大丸前 10：00～
１月22日㈬　職場例会
１月22日㈬　役員会
１月29日㈬　ロータリー休日

■例会変更のお知らせ
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月３日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月９日㈪　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月17日㈫　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月19日㈭　年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ　12月19日㈭　クリスマス夜間例会
高知西ＲＣ　　12月20日㈮　忘年夜間例会
高知北ＲＣ　　12月23日㈪　クリスマス夜間例会
高知ＲＣ　　　12月24日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月24日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　12月26日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月26日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月27日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月30日㈪　年末休み
高知ＲＣ　　　12月31日㈫　年末休み
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月31日㈫　年末休み

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
635,262円

41,650円

676,912円

6,441円

0円

6,441円

641,703円

41,650円

683,353円

チビニコ 合　計

11月20日
今期の累計

ュラーになっていて、何年か前にフランスを
抜いて、日本に輸入される量が１番多い国に
なっています。また、チリとアンデス山脈を
挟んだ反対側のアルゼンチンのメンドーサで
は、標高1700メートル位の畑という、他の場
所ではできないクオリティのものができつつ
あります。メンドーサのもう一つの特徴は、
カリフォルニアやフランスなど、他の産地で
優れたワインを造ってブランド力のある人た
ちが、新天地を求めるというか、そこでしか
できないワインづくりを目指してメンドーサ
でワインを造って世に出そうとしています。
　ワインというのは、ブドウの木を植えたか
らといって、おいしいワインができるブドウ
が収穫できるわけではありません。品質のい
いものができるようになるまでは、少なくて
も数年から数十年、先のことを考えながら
やっていかなければいけない。なおかつ、10
年後と今とではワインのトレンドや、どんな
ワインが売れるかという部分も変化しますの
で、コントロールもしないといけません。今
は人の交流も盛んになっていて、昔と比べる
と南半球にも相当優れた造り手が生まれるよ
うになってきました。例えば、僕らの子ども
世代が将来ワイナリーをしようとして研修先
を探すとすれば、まず、２月の終わりから３
月にブドウを収穫する南半球に行ってワイン
の醸造を勉強して、10月にはヨーロッパで勉
強するというように、たくさんのチャレンジ
ができようになっています。そのため、どん
どんスキルアップの速度も増しているという
現状です。
　ワインの栓は、コルクとスクリューキャッ
プが一般的で、最近はスクリューキャップの
ワインも増えて手軽に開けられるようになっ
ています。王冠のものもありますが、コルク
とスクリューキャップと王冠を比較すると、
王冠が１番機密性が高いため、微発泡でガス
を感じるものは王冠を使います。ただ、王冠
がワインの栓としてポピュラーになることは、
ちょっと考えられなくて、やはりコルクが多
いと思います。
　いずれにしても、今は、様々な国のワイン
が気軽に手に入るようになっていますので、
ヨーロッパの限られた有名な産地の物だけで
はなくて、いろんなワインを試してもらいた

いなと思います。
　さらに、日本のワインもブームになってい
ます。高知に関していえば、西ＲＣの会員さ
んである井上石灰工業さんが、井上ワイナリ
ーを興しています。現状は高知で栽培された
ブドウを収穫して、山梨県や島根県で醸造し
ていますが、今、南国に醸造設備を計画中で
す。１年後に建物が竣工して、ワイナリーに
必要な資材の搬入が始まり、2021年の収穫分
から、文字通り高知産のワインを出荷できる
ように進めています。今のところ赤ワインし
か造っていませんが、白ワインやスパークリ
ングワインも計画しているそうです。ブドウ
の木の生長とともにワインも生長する要素も
ありますので、すぐに成果が現れて、みんな
が驚くようなものができるものではないと思
いますが、ここは温かい目で見守って、僕自
身も応援をしながら、楽しみに展開を待って
いたいと思っています。
　もう１軒、土佐町のミシマワイナリーさん
です。山中さんというご夫妻が、ハウスが主
だと思いますが、ブドウを収穫して自社で醸
造をしています。もう１人、最近僕の店に顔
を出すようになった男性がいます。彼は今東
京のＩＴ系の企業に勤める40歳の方ですが、
山梨の醸造のカリキュラムを履行していて、
日本中のワイナリーを勉強して回りながら、
最終的には高知で自分のラベルを貼ったワイ
ンをリリースする計画で、今動いています。
　ワインの話からは少し逸れますが、高知は
日本酒の蔵元さんはもともとありますし、
ビールも、香美市の高知カンパーニュブルワ
リーのTOSACOや中央公園の近くのフライ
シュケーニッヒのオーナーの山本君が山本麦
酒をつくっています。これは店に行かないと
飲めませんが、なかなかおいしいので、皆さ
んも一度味わっていただけたらと思います。

 ● 竹村克彦　50周年の記念誌の発刊が大変遅
くなりましたこと、申し訳なく心からお詫び
いたします。吉村さん、卓話ありがとうござ
いました。ところで、東クラブのメンバーに
なりませんか？
 ● 永野正将　50周年記念誌がようやくできま
した。遅くなってしまい、本当に申し訳あり
ません。100周年に向けて盛り上げましょう。
 ● 鬼田知明　吉村さん、本日は卓話をいただ
きましてありがとうございました。東クラブ
はワイン好きなメンバーがたくさんいます。
今後もよろしくお願いします。
 ● 水上　元　家内の誕生祝いありがとうござ
いました。
 ● 中越貴宣　誕生祝いと入会記念のお祝いあ
りがとうございます。
 ● 西森　大　入会祝いいただきありがとうご
ざいました。３年目に突入いたしました。石
の上にも３年。これからもよろしくお願い申
し上げます。
 ● 寺尾正生　誕生日のお祝いありがとうござ
います。56歳と思っておりましたが、65歳で
した。
 ● 別役重具　誕生祝いお礼。先週の水曜日が
ちょうど誕生日でした。亥年の年男です。
 ● 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。
◇早退　１件

「ワインの最新情報」

◇ゲストスピーチ 吉村　泰紀 氏パロレ・エ・ムジーク・オーナーソムリエ
一般社団法人日本ソムリエ協会元四国支部支部長

2019年11月19日㈫　於：高知市中央公園

Ｒ財団地区補助金事業

「津波避難ビル・避難所マップ」寄贈式

2019年11月20日㈬　於：城西館

クラブ協議会
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本日　11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
　　　 「おむつバンクのその後」

武樋　保恵 氏社会福祉法人みその児童福祉会 乳児院
高知聖園ベビーホーム 園長

次週　12月４日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　五 大 奉 仕 中 間 発 表 ・ 年 次 総 会

第2445回　例会報告／令和元年11月20日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
昨日は、今年度の地区補
助金による「津波避難ビ
ル・避難所マップ」の寄
贈式を行いました。中央
公園南側という人通りの

多い場所に設置することで、周知され、日ご
ろから防災意識向上に少しでも役に立てれば
と思います。髙橋委員長はじめ、ご参加いた
だいた皆さま、ありがとうございました。
　少し前の話になりますが、今月４日に閉幕
した第46回東京モーターショーの来場者が
130万人を超えたと話題になりました。見出
しは「なぜ、今年の東京モーターショーは来
場者の大幅増加に成功したのか？」とあり、
子どもたちの笑顔の楽しそうな写真がありま
した。そこで、記事の解説を読み、感動した
ので皆さんにお伝えします。
　1991年に200万人を超えていた来場者が、
前回2017年には77万人にまで落ち込み、車離
れが進み、回を追うごとに減少していた来場
者が、なぜ今年急増したのか。
　これまでのイメージは「大きな会場に、各
自動車メーカーが最新モデルの車や近未来車
を展示し、キャンペーンガールが横に立ち、
各メーカーのトップや開発者が自社の技術や
機能をアピールする場」であった。来場者も

いち早く新技術やデザインを見たいという車
好きの人たち。　
　しかし、今回は事前のＰＲから違っていた。
業界の枠を超え、世界でグローバルに活動す
る200近い企業や団体が参加し、最新技術を
使った動画を駆使して、イベントへの期待感
を高めて、自動車好きだけでなく、ファミリ
ー層や若者に向けて、自動車を見に来てくだ
さいというより、楽しみに来てくださいと呼
びかけた。会場では、インターネット、ＣＧ、
ドローンなど最新テクノロジーによるエンタ
ーテイメント、ゲストにはゴスペラーズ、さ
らにはキッザニアやお笑いライブまで、様々
なターゲットに向けたイベントが繰り広げら
れた。
　今回の東京モーターショーの成功は、「自
動車好き」という固定観念にとらわれず、柔
軟な発想によって、来場者の幅を広げたこと
にあると思います。そして、その人たちに今
までの自動車とは違う新しい「クルマの姿」
を見せ、メーカーとして、暮らしや街まで、
将来はこうなりますという未来像を提示した
ショーだったと言えます。
　経営やマーケティングのセミナーで、よく
売り手と買い手、「企業は電動ドリルを売り
たいけれど、お客が欲しいのは正確にあく穴
である」と言った例え話がされます。今回の
モーターショーでいえば、「メーカーは自動
車を売りたい、アピールしたい。でもお客さ
まが欲しいのは、目的地までの快適な移動で

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

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／前川美智子　●幹事／岡本淳一　●雑誌会報委員／島村信一・浦田健治・早瀬源慶
●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６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

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

ある」ということです。私たちの仕事にも直
接的・間接的にかかわらずお客さまがいます。
作り手や売り手が一方的に商品やサービス、
その機能の特性をアピールするのではなく、
この商品を使ったら、このサービスを受けた
ら、あなたやあなたの暮らしがこうなります
という、お客さまが手に入れたい将来像をお
見せすることが、第一歩だということを教え
てくれた気がします。
　本日の卓話は、パロレ・エ・ムジーク・
オーナーソムリエの吉村泰紀さんです。
◇50周年記念誌委員会より
　大変遅くなりましたが、50周年記念誌がよ
うやくできました。発刊に際しましては、皆
さまから原稿やアドバイスをいただき、また、
デザイナーのアドゴーさん、ライターの池田
さん、印刷全般の飛鳥さん、お世話になりま
した。お陰様でこういう形に整ったことを心

から感謝申し上げます。
　ただ、発刊がこの時期になったこと、委員
長としてお詫び申し上げます。記念誌は残る
物ですので、手を抜くことは決してしないと
いう意識をもって仕上げたつもりです。100
周年に至るまで参考にしていただけたら、編
集に携わった者としては嬉しく思います。
◇副幹事より地区大会について
　今週末の地区大会へは、総勢20名強での参
加となります。23日、朝８時半、ＮＴＴ東局
前集合、地区大会・懇親会に参加。24日、本
会に出席後、昼食、帰高します。２回の昼食、
懇親会、ホテル代の集金に伺いますのでよろ
しくお願いします。
◇幹　事　報　告
・本日18時半から城西館でクラブ協議会を行

います。各委員長さんは出席をお願いしま
す。

◇出席率報告

 ● 前川美智子　昨日のＲＣ地区補助金プロジ
ェクト「お城下の津波避難ビル・避難所マッ
プ設置」の贈呈、お天気もよく多くの皆さま
にご参加いただき、晴れやかに目録もお渡し
しました。準備、段取り、運営全般、髙橋委
員長には大変お世話になりました。関係の皆
さま、本当にありがとうございました。本日
は小笠原先生のピアノ生演奏。やはり音色が
違い心満たされます。日ごろの感謝を込めて
ありがとうございます。　　
 ● 岡本淳一　吉村さん、卓話ありがとうござ
いました。今晩、少しワインを飲んでみます。
 ● 前田　博　前川さん、お陰様でプロ棋士と
の対局楽しめました。写真のお礼！
 ● 柳澤光秋　次女の結婚式、無事終了、別役
会員ありがとうございました。前夜祭、松岡
会員お世話になりました。神戸での第48回
ロータリー研究会出席しました。マローニＲ
Ｉ会長が臨席。　
 ● 髙橋卓弥　先日の津波避難ビルマップ寄贈
式に多数の方にご出席いただきありがとうご
ざいました。

　ご承知のように、今、世界中にワイン産地
が拡大しています。旧来、有名な所はフラン
ス・イタリア・スペイン、東欧諸国、ギリシ
ャなど、長い歴史を築き上げてきましたが、
現在注目されているのは、ジョージア、アル
メニアなどのコーカサス地方です。この地方
では、8000年前から未だに同じ品種のブドウ
を使って、ワインが継続して造られていて、
ここがワインの起源ではないかとも言われて
います。皆さんの周りには、まだ余り届いて
いないかもしれませんが、ワイン専門で取り
扱っている酒屋さんにいくと、ジョージアの
ワインも品揃えの中に定着しつつあります
し、ファンも少しずつ増えています。私の店
でもフランスやイタリアのワインではなくて、
ジョージアの白しか飲まないというお客さん
もいるという、個性的なワインでもあります。

　南半球のワイン生産も相当活発になってい
て、我々が酒屋さんやネットで買える、流通
量が多いのはオーストラリアです。また、こ
れから造り手が増えて、レベルアップして生
産量も増えるであろうという有望な国は、南
アフリカです。ここは、ケープタウンを中心
にどんどんワイン産地が広がっています。ア
パルトヘイトの時代は、クオリティの高いワ
インは造られてなかったのですが、平和的に
解決した今は、ワインを飲む人口も増えてい
ますし、外からの資本も入って、なおかつ、
他の国に勉強に行ってきた生産者が多くいる
ことと、若い造り手で優れた人たちが非常に
多いという印象があります。
　もう一つ、南米のチリのワインです。日本
で、チリのワインを飲んだことがない人はい
ないだろうと言われるぐらい、今はもうポピ
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■高知東ＲＣ当面の日程
12月４日㈬　五大奉仕中間発表・年次総会
12月４日㈬　定例理事会
12月６日㈮　年末防犯パトロール
　　　　　　（18：00 中央公園北口集合）
12月11日㈬　役員会
12月18日㈬　忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
12月25日㈬　ロータリー休日
2020年
１月１日㈬　休会（国民の祝日）
１月８日㈬　時間変更例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
１月８日㈬　定例理事会
１月12日㈰　水曜会バザー
　　　　　　場所：中央公園大丸前 10：00～
１月22日㈬　職場例会
１月22日㈬　役員会
１月29日㈬　ロータリー休日

■例会変更のお知らせ
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月３日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月９日㈪　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月17日㈫　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月19日㈭　年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ　12月19日㈭　クリスマス夜間例会
高知西ＲＣ　　12月20日㈮　忘年夜間例会
高知北ＲＣ　　12月23日㈪　クリスマス夜間例会
高知ＲＣ　　　12月24日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月24日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　12月26日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月26日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月27日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月30日㈪　年末休み
高知ＲＣ　　　12月31日㈫　年末休み
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月31日㈫　年末休み

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
635,262円

41,650円

676,912円

6,441円

0円

6,441円

641,703円

41,650円

683,353円

チビニコ 合　計

11月20日
今期の累計

ュラーになっていて、何年か前にフランスを
抜いて、日本に輸入される量が１番多い国に
なっています。また、チリとアンデス山脈を
挟んだ反対側のアルゼンチンのメンドーサで
は、標高1700メートル位の畑という、他の場
所ではできないクオリティのものができつつ
あります。メンドーサのもう一つの特徴は、
カリフォルニアやフランスなど、他の産地で
優れたワインを造ってブランド力のある人た
ちが、新天地を求めるというか、そこでしか
できないワインづくりを目指してメンドーサ
でワインを造って世に出そうとしています。
　ワインというのは、ブドウの木を植えたか
らといって、おいしいワインができるブドウ
が収穫できるわけではありません。品質のい
いものができるようになるまでは、少なくて
も数年から数十年、先のことを考えながら
やっていかなければいけない。なおかつ、10
年後と今とではワインのトレンドや、どんな
ワインが売れるかという部分も変化しますの
で、コントロールもしないといけません。今
は人の交流も盛んになっていて、昔と比べる
と南半球にも相当優れた造り手が生まれるよ
うになってきました。例えば、僕らの子ども
世代が将来ワイナリーをしようとして研修先
を探すとすれば、まず、２月の終わりから３
月にブドウを収穫する南半球に行ってワイン
の醸造を勉強して、10月にはヨーロッパで勉
強するというように、たくさんのチャレンジ
ができようになっています。そのため、どん
どんスキルアップの速度も増しているという
現状です。
　ワインの栓は、コルクとスクリューキャッ
プが一般的で、最近はスクリューキャップの
ワインも増えて手軽に開けられるようになっ
ています。王冠のものもありますが、コルク
とスクリューキャップと王冠を比較すると、
王冠が１番機密性が高いため、微発泡でガス
を感じるものは王冠を使います。ただ、王冠
がワインの栓としてポピュラーになることは、
ちょっと考えられなくて、やはりコルクが多
いと思います。
　いずれにしても、今は、様々な国のワイン
が気軽に手に入るようになっていますので、
ヨーロッパの限られた有名な産地の物だけで
はなくて、いろんなワインを試してもらいた

いなと思います。
　さらに、日本のワインもブームになってい
ます。高知に関していえば、西ＲＣの会員さ
んである井上石灰工業さんが、井上ワイナリ
ーを興しています。現状は高知で栽培された
ブドウを収穫して、山梨県や島根県で醸造し
ていますが、今、南国に醸造設備を計画中で
す。１年後に建物が竣工して、ワイナリーに
必要な資材の搬入が始まり、2021年の収穫分
から、文字通り高知産のワインを出荷できる
ように進めています。今のところ赤ワインし
か造っていませんが、白ワインやスパークリ
ングワインも計画しているそうです。ブドウ
の木の生長とともにワインも生長する要素も
ありますので、すぐに成果が現れて、みんな
が驚くようなものができるものではないと思
いますが、ここは温かい目で見守って、僕自
身も応援をしながら、楽しみに展開を待って
いたいと思っています。
　もう１軒、土佐町のミシマワイナリーさん
です。山中さんというご夫妻が、ハウスが主
だと思いますが、ブドウを収穫して自社で醸
造をしています。もう１人、最近僕の店に顔
を出すようになった男性がいます。彼は今東
京のＩＴ系の企業に勤める40歳の方ですが、
山梨の醸造のカリキュラムを履行していて、
日本中のワイナリーを勉強して回りながら、
最終的には高知で自分のラベルを貼ったワイ
ンをリリースする計画で、今動いています。
　ワインの話からは少し逸れますが、高知は
日本酒の蔵元さんはもともとありますし、
ビールも、香美市の高知カンパーニュブルワ
リーのTOSACOや中央公園の近くのフライ
シュケーニッヒのオーナーの山本君が山本麦
酒をつくっています。これは店に行かないと
飲めませんが、なかなかおいしいので、皆さ
んも一度味わっていただけたらと思います。

 ● 竹村克彦　50周年の記念誌の発刊が大変遅
くなりましたこと、申し訳なく心からお詫び
いたします。吉村さん、卓話ありがとうござ
いました。ところで、東クラブのメンバーに
なりませんか？
 ● 永野正将　50周年記念誌がようやくできま
した。遅くなってしまい、本当に申し訳あり
ません。100周年に向けて盛り上げましょう。
 ● 鬼田知明　吉村さん、本日は卓話をいただ
きましてありがとうございました。東クラブ
はワイン好きなメンバーがたくさんいます。
今後もよろしくお願いします。
 ● 水上　元　家内の誕生祝いありがとうござ
いました。
 ● 中越貴宣　誕生祝いと入会記念のお祝いあ
りがとうございます。
 ● 西森　大　入会祝いいただきありがとうご
ざいました。３年目に突入いたしました。石
の上にも３年。これからもよろしくお願い申
し上げます。
 ● 寺尾正生　誕生日のお祝いありがとうござ
います。56歳と思っておりましたが、65歳で
した。
 ● 別役重具　誕生祝いお礼。先週の水曜日が
ちょうど誕生日でした。亥年の年男です。
 ● 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。
◇早退　１件

「ワインの最新情報」

◇ゲストスピーチ 吉村　泰紀 氏パロレ・エ・ムジーク・オーナーソムリエ
一般社団法人日本ソムリエ協会元四国支部支部長

2019年11月19日㈫　於：高知市中央公園

Ｒ財団地区補助金事業

「津波避難ビル・避難所マップ」寄贈式

2019年11月20日㈬　於：城西館

クラブ協議会


