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本日　12月１日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　５大奉仕中間発表・年次総会

次週　12月８日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「ブラジル医療奉仕活動を経験して」

認定特定非営利活動法人 NPO BRIDF 理事長 関　　博之 氏

第2511回　例会報告／令和３年11月17日　天候　曇
◇ロータリーソング
  「里の秋」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
本日の卓話は酔鯨酒造の
山崎正博さんの日本酒の
お話なので、最初に少し
アルコールに関わるお話
をさせていただきます。

　ご存知の方も多いと思いますが、明日はボ
ジョレヌーボーの解禁日です。コロナで余り
騒がれなくなりましたが、ボジョレヌーボー
というのは、フランスブルゴーニュ地方のボ
ジョレー地区でその年に収穫されたブドウで
造られた新酒のワインのことです。ヌーボー
というのは、フランス語で新しいという意味
です。もともとは地域の人々が収穫を祝い、
楽しむお祭りだったようですが、世界中に広
まると早く流通させようと販売競争が激化し、
質の悪いワインが出回るようになったため、
フランス政府が1967年に11月15日を解禁日と
しましたが、その日が土日に当たると流通が
滞るため、1985年に11月の第３木曜日午前０
時と制定されたそうです。詳しくは、当クラ
ブのソムリエにお聞きください。　
　さて、ロータリーコーディネーターニュー
スの12月号に、あるクラブで５人の退会者が
出て、理由を聞くと、コロナによる経済的事
情での退会は１名で、残りの会員はロータリ
ーの活動が減少したことによる不満だったそ

うです。できるだけ活発な活動と交流を行い、
入会間もない会員や年配会員へのフォローに
気を配る必要があり、孤独感の解消にもロー
タリー活動を生かしたいものです。と述べら
れています。
　本日、第４回のクラブ協議会が開かれます
が、よく言われるように、ロータリーが人生
の道場であるためにも、ご出席の委員長の皆
さまは今期の柱として、後半の委員会活動を
よろしくお願いいたします。
◇親睦委員会より
　来週、水曜日18時30分より、当ホテルのマ
ンダリンコートにて新入会員お２人の歓迎会
を行います。まだ出欠の返事を出してない方
はよろしくお願いします。
◇会　長　報　告
•東ガバナーより、2670地区ガバナーノミニ
　ーデジグネイト（2024－2025度ガバナー）
に、丸亀ＲＣの夏見良宏さんが決定したと
の宣言が届いています。
◇同好会の考え方について
・親睦、退会防止のために同じ趣味、目的を
持った高知東ＲＣの会員、家族、水曜会、及
び入会の可能性のあるメンバーを含めた親睦
の場。
•会員の多様な考え方に配慮して、自由で緩
やかな多くの会をつくりたい。
•名称に、高知東ＲＣの冠は必ずしも必要と
せず、自由な名称としてほしい。
•代表者１名だけでも同好会をつくれる。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

高知の酒米を使ったお酒を提供して、現地の
方にも楽しんでいただきました。同じくフー
ドビーストがつくった、魚介類と日本酒のペ
アリングをどうやって楽しむのかといった動
画に酔鯨も入れていただき、ＳＮＳやウェブ
サイトでは270万回以上の再生回数を数えて
います。中国では、ジェイフードさんのイベ
ントで上海と深圳の駅のモールに、高育54号
を出したり、酒蔵の紹介動画を現地のイベン
ト会場や飲食店のイベントで放映していただ
きました。
　このように、コロナで現地に行けなくても、
国のいろんな施策を活用することで、酔鯨と
しての費用は掛けずに、海外でも継続してプ
ロモーションをすることができました。今は
特に、様々な補助金もありますので、国が出
している事業や施策を有効活用していくこと
は非常に大事なことかなと感じています。
 酔鯨の輸出高は、おかげ様で右肩上がりで
伸びています。2019年はコロナの影響で、注
文は来ていてもコンテナがない、船便が出せ
ないということで物流が止まってしまって一
時的に減少しました。しかし、この反動もあ
って2020年には物が動くようになり、酔鯨全
体の中でも初めて10％を超えて、海外の比率
が大きくなっています。国別でみると、アメ
リカが５割強、次いで中国。酔鯨に限らず日

本酒の輸出は中国がかなり伸びています。後
はアジア圏を中心に15カ国に輸出しています。
 今後の方針としては、何かあったとき一つ
の国に集中しすぎるとリスクも大きいため、
より多くの国に対して売上を上げていくこと
を考えています。また、日本の全ての情報が
海外に出ているわけではありませんので、外
国の方は日本のまとめサイトなどから情報を
得ることが多いことから、日本国内でも酔鯨
という名前を知ってもらうための広報活動は
重要です。そこで、毎月、酔鯨ジャーナルと
いう機関誌を3,000部発行していますし、Ｓ
ＮＳやユーチューブ、ツィッター、フェイス
ブック、インスタグラム、酔鯨のアプリや
ホームページなど情報発信ツールとして活用
しています。新しい取り組みをするときには、
メディアにプレスリリースをして、情報発信
をしていくことにも力を入れています。さら
に、ＣＳＶ活動としては、「香魚」というお
酒を東洋町の野根川の水を使って造っていま
す。この売上の一部は、野根川の保全活用の
資金として寄付をして、少しでも地域に寄与
できるように取り組んでいます。
　このように、私達は「Enjoy SAKE Life」
というテーマを掲げて、世界の一人でも多く
の方に酔鯨を飲んでいただきたいと思ってい
ます。

奉仕しよう  みんなの人生を豊かにするために

　現在、酔鯨酒造には長浜と土佐市の二つの
蔵があります。代表は大倉広邦。年間約５千
石（900キロリッター）を製造していますが、
このほとんどを長浜で造っており、土佐蔵は
酔鯨の中でも高級なものを造っています。土
佐蔵はお酒が買えるギャラリーやカフェを併
設しており、酒粕や甘酒を使ったソフトクリ
ームやドリンクといったメニューも用意して、
家族連れやたくさんの方に楽しんでいただけ
るようになっています。
　酔鯨の前身の会社は明治５年の創業ですが、
酔鯨酒造になったのは昭和44年、全国への販
売も本格的に始めて現在に至っています。酔
鯨の名前は、山内容堂侯の雅号「鯨海酔侯」
からいただいたものです。
　酔鯨のビジョンは「世界の食卓に酔鯨を」。
お酒を通じて世界中の料理と合わせて、いろ
んなシーンで楽しんでいただきたいという思
いです。そして「日本酒文化を継承していき
たい」「最高の乾杯の創造」をミッションと
して、これを実現するために、社員一人一人
がどういう行動をしていくのかといったこと
を掲げて取り組んでいます。
　７、８年前、現在の代表の大倉が酔鯨に戻
ってきて、ロゴを一新しました。海外を見据
えたとき、それまでの漢字のロゴで酔鯨を認
識してもらえるのは難しいだろうと。もっと
分かりやすいものにしようと、クジラの尻尾

のマークにしました。
　酔鯨が海外展開を始めたのは、世界に和食
ブームが起こり、日本食の評価が高いところ
に日本酒も合わせて発信していこうというこ
とがきっかけです。実際に、大倉がまだ営業
課長でニューヨークに行ったとき、あるお店
で60人ぐらいの外国人が日本酒を飲んで楽し
んでいる風景を見て、これだったらやれると
いうことで、世界に売り出していくこととな
りました。そこで、取り組んだのがESL
（Enjoy SAKE Life）のイベント、酒の会で
す。これを東京や海外のベルリンやパリで開
催して、日本酒の楽しみ方、料理とペアリン
グの楽しみ方をいろんな方に知っていただく
ようにしました。また、蔵マスター、酒チャ
レンジなど、海外のいろんなコンテストにも
出展しています。2021年の蔵マスターでは
DAITOというお酒がプラチナ賞をいただき
ました。
　コロナの前は、海外でもイベントも開催し
ていましたが、コロナ禍で海外にも行けず、
どのようにプロモーションをしていくかを考
えたとき、ジェトロの日本食に特化したジェ
イフードという組織があります。そちらの現
地のプロモーションに参画させていただきま
した。
　アメリカでは現地のフード系媒体、フード
ビーストとタイアップしたプロモーションに、

•理事会を経ることとし、幹事が窓口で、例
会で幹事が報告。期間を決めて白板に掲示
して案内する。
•複数の同好会に加入は構わないし、無理に
入らなくても良い。
•来週、掲示板に現時点での同好会を発表予
定。

◇幹　事　報　告
•例会終了後、第４回クラブ協議会を行いま
す。委員長もしくは代理の方は出席をお願
いします。
•2022－2023年度の短期交換プログラムは中
止となりました。長期は、未だ決定してい
ません。

•中平真理子　山崎さん、卓話ありがとうご
ざいました。本日のクラブ協議会、委員長の
皆さまよろしくお願いいたします。
•西内俊介　山崎さん、今日のスピーチあり
がとうございます。日本酒の未来に乾杯！　
松岡さん、日本酒同好会よろしくお願いします。
•鬼田知明　酔鯨酒造、山崎さん、本日は貴
重なお話をありがとうございました。日本酒
の明るい未来を感じました！
•今西　博　今月は出張が重なり、出席でき
ないことが多く申し訳ないです。12月は皆勤
を目指します。よろしくお願いします。
•高橋典子　当社の会議室、ランチエリアの
工事が完了しました。大変快適になりました。
酒井建設様、𠮷永室内工芸様には大変お世話

になりました。ありがとうございました。
•前川美智子　「里の秋」母とよく歌いまし
た。懐かしく、心があたたかくなりました。
ありがとうございます。席の隣の西村みか
ちゃんは、初めて謳ったようです。びっくり
しました。年の差を実感！
•別役重具（ＳＡＡ）　本日歌った「里の秋」
は、先の大戦で南方戦線に向かったお父さん
の無事生還を祈って、お母さんと過ごす秋の
夜を主題として作られたものです。昭和16年
　文部省唱歌
•西山忠利　誕生日お祝いありがとうござい
ます。久しぶりの例会出席です。
•広瀬雅彦　結婚記念祝いありがとうござい
ました。
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　３件
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•来週、掲示板に現時点での同好会を発表予
定。

◇幹　事　報　告
•例会終了後、第４回クラブ協議会を行いま
す。委員長もしくは代理の方は出席をお願
いします。
•2022－2023年度の短期交換プログラムは中
止となりました。長期は、未だ決定してい
ません。

「世界の食卓に日本酒を！」

◇ゲストスピーチ 酔鯨酒造営業部営業課  山崎　正博 氏

•中平真理子　山崎さん、卓話ありがとうご
ざいました。本日のクラブ協議会、委員長の
皆さまよろしくお願いいたします。
•西内俊介　山崎さん、今日のスピーチあり
がとうございます。日本酒の未来に乾杯！　
松岡さん、日本酒同好会よろしくお願いします。
•鬼田知明　酔鯨酒造、山崎さん、本日は貴
重なお話をありがとうございました。日本酒
の明るい未来を感じました！
•今西　博　今月は出張が重なり、出席でき
ないことが多く申し訳ないです。12月は皆勤
を目指します。よろしくお願いします。
•高橋典子　当社の会議室、ランチエリアの
工事が完了しました。大変快適になりました。
酒井建設様、𠮷永室内工芸様には大変お世話

になりました。ありがとうございました。
•前川美智子　「里の秋」母とよく歌いまし
た。懐かしく、心があたたかくなりました。
ありがとうございます。席の隣の西村みか
ちゃんは、初めて謳ったようです。びっくり
しました。年の差を実感！
•別役重具（ＳＡＡ）　本日歌った「里の秋」
は、先の大戦で南方戦線に向かったお父さん
の無事生還を祈って、お母さんと過ごす秋の
夜を主題として作られたものです。昭和16年
　文部省唱歌
•西山忠利　誕生日お祝いありがとうござい
ます。久しぶりの例会出席です。
•広瀬雅彦　結婚記念祝いありがとうござい
ました。
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　３件



◇ロータリーソング
  「里の秋」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
本日の卓話は酔鯨酒造の
山崎正博さんの日本酒の
お話なので、最初に少し
アルコールに関わるお話
をさせていただきます。

　ご存知の方も多いと思いますが、明日はボ
ジョレヌーボーの解禁日です。コロナで余り
騒がれなくなりましたが、ボジョレヌーボー
というのは、フランスブルゴーニュ地方のボ
ジョレー地区でその年に収穫されたブドウで
造られた新酒のワインのことです。ヌーボー
というのは、フランス語で新しいという意味
です。もともとは地域の人々が収穫を祝い、
楽しむお祭りだったようですが、世界中に広
まると早く流通させようと販売競争が激化し、
質の悪いワインが出回るようになったため、
フランス政府が1967年に11月15日を解禁日と
しましたが、その日が土日に当たると流通が
滞るため、1985年に11月の第３木曜日午前０
時と制定されたそうです。詳しくは、当クラ
ブのソムリエにお聞きください。　
　さて、ロータリーコーディネーターニュー
スの12月号に、あるクラブで５人の退会者が
出て、理由を聞くと、コロナによる経済的事
情での退会は１名で、残りの会員はロータリ
ーの活動が減少したことによる不満だったそ

うです。できるだけ活発な活動と交流を行い、
入会間もない会員や年配会員へのフォローに
気を配る必要があり、孤独感の解消にもロー
タリー活動を生かしたいものです。と述べら
れています。
　本日、第４回のクラブ協議会が開かれます
が、よく言われるように、ロータリーが人生
の道場であるためにも、ご出席の委員長の皆
さまは今期の柱として、後半の委員会活動を
よろしくお願いいたします。
◇親睦委員会より
　来週、水曜日18時30分より、当ホテルのマ
ンダリンコートにて新入会員お２人の歓迎会
を行います。まだ出欠の返事を出してない方
はよろしくお願いします。
◇会　長　報　告
•東ガバナーより、2670地区ガバナーノミニ
　ーデジグネイト（2024－2025度ガバナー）
に、丸亀ＲＣの夏見良宏さんが決定したと
の宣言が届いています。
◇同好会の考え方について
・親睦、退会防止のために同じ趣味、目的を
持った高知東ＲＣの会員、家族、水曜会、及
び入会の可能性のあるメンバーを含めた親睦
の場。
•会員の多様な考え方に配慮して、自由で緩
やかな多くの会をつくりたい。
•名称に、高知東ＲＣの冠は必ずしも必要と
せず、自由な名称としてほしい。
•代表者１名だけでも同好会をつくれる。
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高知の酒米を使ったお酒を提供して、現地の
方にも楽しんでいただきました。同じくフー
ドビーストがつくった、魚介類と日本酒のペ
アリングをどうやって楽しむのかといった動
画に酔鯨も入れていただき、ＳＮＳやウェブ
サイトでは270万回以上の再生回数を数えて
います。中国では、ジェイフードさんのイベ
ントで上海と深圳の駅のモールに、高育54号
を出したり、酒蔵の紹介動画を現地のイベン
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特に、様々な補助金もありますので、国が出
している事業や施策を有効活用していくこと
は非常に大事なことかなと感じています。
 酔鯨の輸出高は、おかげ様で右肩上がりで
伸びています。2019年はコロナの影響で、注
文は来ていてもコンテナがない、船便が出せ
ないということで物流が止まってしまって一
時的に減少しました。しかし、この反動もあ
って2020年には物が動くようになり、酔鯨全
体の中でも初めて10％を超えて、海外の比率
が大きくなっています。国別でみると、アメ
リカが５割強、次いで中国。酔鯨に限らず日

本酒の輸出は中国がかなり伸びています。後
はアジア圏を中心に15カ国に輸出しています。
 今後の方針としては、何かあったとき一つ
の国に集中しすぎるとリスクも大きいため、
より多くの国に対して売上を上げていくこと
を考えています。また、日本の全ての情報が
海外に出ているわけではありませんので、外
国の方は日本のまとめサイトなどから情報を
得ることが多いことから、日本国内でも酔鯨
という名前を知ってもらうための広報活動は
重要です。そこで、毎月、酔鯨ジャーナルと
いう機関誌を3,000部発行していますし、Ｓ
ＮＳやユーチューブ、ツィッター、フェイス
ブック、インスタグラム、酔鯨のアプリや
ホームページなど情報発信ツールとして活用
しています。新しい取り組みをするときには、
メディアにプレスリリースをして、情報発信
をしていくことにも力を入れています。さら
に、ＣＳＶ活動としては、「香魚」というお
酒を東洋町の野根川の水を使って造っていま
す。この売上の一部は、野根川の保全活用の
資金として寄付をして、少しでも地域に寄与
できるように取り組んでいます。
　このように、私達は「Enjoy SAKE Life」
というテーマを掲げて、世界の一人でも多く
の方に酔鯨を飲んでいただきたいと思ってい
ます。
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して、これを実現するために、社員一人一人
がどういう行動をしていくのかといったこと
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　７、８年前、現在の代表の大倉が酔鯨に戻
ってきて、ロゴを一新しました。海外を見据
えたとき、それまでの漢字のロゴで酔鯨を認
識してもらえるのは難しいだろうと。もっと
分かりやすいものにしようと、クジラの尻尾

のマークにしました。
　酔鯨が海外展開を始めたのは、世界に和食
ブームが起こり、日本食の評価が高いところ
に日本酒も合わせて発信していこうというこ
とがきっかけです。実際に、大倉がまだ営業
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した。
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●会長／中平真理子　●幹事／西内俊介　●雑誌会報委員／佐野博三・水谷直人・西村美香
●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
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
466,000円
25,650円
491,650円

5,287円
1,280円
6,567円

471,287円
26,930円
498,217円

チビニコ 合　計

11月17日
今期の累計
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● 出席率報告 ●

11月17日
11月３日

総数
－2 54

出席
42

欠席
8
祭日のため休会

メイク
アップ HC出席率

77.78％
出席率
84.62％2

■高知東ＲＣ当面の日程
12月15日㈬　役員会
12月22日㈬　忘年夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
12月29日㈬　休会（年末年始の休み）

2022年
１月５日㈬　ロータリー休日
１月12日㈬　時間変更例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
　　　　　　定例理事会（例会前）
１月26日㈬　職場例会
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　12月16日㈭　クリスマス家族夜間例会
高知北ＲＣ　　12月20日㈪　クリスマス家族合同夜間例会
高知ＲＣ　　　12月21日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月21日㈫　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月23日㈭　年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ　12月23日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月24日㈮　忘年夜間例会
高知北ＲＣ　　12月27日㈪　年末休会
高知ＲＣ　　　12月28日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月28日㈫　年末休会
高知南ＲＣ　　12月30日㈭　年末休会
高知中央ＲＣ　12月30日㈭　年末休会
高知西ＲＣ　　12月31日㈮　ロータリー休日

2022年
高知北ＲＣ　　１月３日㈪　年始休会
高知中央ＲＣ　１月６日㈭　新年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月11日㈫　休会
高知南ＲＣ　　１月13日㈭　新年夜間例会
高知中央ＲＣ　１月13日㈭　休会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月18日㈫　新年夜間例会
高知南ＲＣ　　１月20日㈭　職場例会
高知西ＲＣ　　１月21日㈮　新年夜間例会
高知北ＲＣ　　１月24日㈪　新年家族合同夜間例会
高知ＲＣ　　　１月25日㈫　職場例会
高知南ＲＣ　　１月27日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　１月28日㈮　ロータリー休日
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