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会長挨拶 

 

大島 直幸 会長 

今月の26、27日に3年ぶりとなる親睦旅行が催行

されます。当日はワイナリーにも寄る予定ですので、

本日はワインについてお話ししたいと思います。 

その前にお酒の話です。お酒は製法が醸造か、蒸

溜か、原材料が穀物か、果実かによって大きく 4つの

タイプに分類されます。 

 

◆お酒の製法と種類 

穀物から作られる醸造酒 ビール、日本酒 

果実から作られる醸造酒 ワイン、シードル 

穀物から作られる蒸留酒 ウイスキー、焼酎、ウオッ

カ、ジン、ラム、テキーラ 

果実から作られる蒸留酒 ブランデー、カルヴァドス 

醸造酒は原料に酵母を加えて糖分を分解させるこ

とによってアルコールが作られ、蒸留酒は醸造酒を

蒸留することによって作られます。そしてその他に混

成酒というものがありますが、これは上記の酒に何か

を足したものです。例えば梅酒は混成酒です。ワイン
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は果実から作られる醸造酒ですが、ワインの中にも分

類があります。 

 

◆ワインの分類 

スティルワイン 普通のワイン 

スパークリングワイン 炭酸が入っているワイン、

シャンパーニュ 

フォーティファイドワイン 酒精強化ワイン、ブラン

デーなどを加える、シェリ

ー、ポート 

フレーバードワイン ハーブや蜂蜜等を添加し

たもの 

上記 4 つに分かれます。さらに色でも別れ、赤、白、

ロゼ、オレンジがあります。赤とロゼは黒ぶどうから、

白とオレンジは白ブドウから作られます。 

 

日本のワイン造りが本格化したのは、明治初期頃。

明治 6 年頃、明治維新政府の殖産興業政策の一環

として、ワイン醸造を目的としたブドウ栽培が全国的

な規模で展開されたことがはじまりとされています。

1870年（明治 3年）には山梨県甲府市で、山田宥教

（ひろのり）と詫間憲久（のりひさ）が「ぶどう酒共同醸

造所」を設立し、甲州を中心に日本で初めて国産ワイ

ンを生産しましたが、醸造技術の低さや市場未開拓

などの理由から同醸造所は経営難に陥り廃業してし

まいます。 

その後、明治 10年（1877年）に現勝沼町に「大日

本山梨葡萄酒会社」※のちのメルシャンが発足。この

会社が、土屋龍憲（りゅうけん）、高野正誠（まさなり）

の二人をフランスに派遣します。そして本場のワイン

醸造を 2年間学びその後帰国。宮崎光太郎（販売担

当）と共に甲州ブドウを原料にワインの醸造をはじめ

ます。 

明治 34年（1901年）には神谷伝兵衛が茨城県牛

久でワイン醸造を開始し、明治36年（1903年）にフラ

ンス様式の牛久シャトーを完成させました。 

以来、日本におけるワイン消費は幾つかのワイン・

ブームをとおして発展してきました。 

ワインの消費に動きが出てきたのは昭和 39 年

（1964 年）の東京オリンピックの頃からです。第 1 回

目のワイン・ブームは昭和 45 年（1970 年）の大阪万

国博覧会を契機とした高度経済成長期の頃です。日

本人の食生活の洋風化により、ワインの消費は増大

しました。 

その後、昭和 53年（1978年）千円ワイン・ブーム、

昭和 56年（1981年）一升瓶ワイン・ブーム、昭和 62

年（1987 年）ボージョレ・ヌーヴォー・ブーム、平成 9

年（1997年）赤ワイン・ブーム、平成 22年（2010年）

からは家飲みやワインバルが定着するなど、幾つか

のブームを経験しながら今日に至っています。 

 

日本固有のぶどう品種としては、赤がマスカットベ

ーリーA、白は甲州が有名です。 

マスカットベーリーA は昭和 2 年（1927 年）、川上

善兵衛により交配された品種です。キャンディのよう

な甘い香りが特徴で、優しい口当たりとなめらかな味

わいの果実味のある赤ワインになります。 

甲州はおよそ 1000 年前から日本で栽培されてい

る歴史あるブドウ品種です。甲州のルーツは山梨県

の勝沼町にあります。もともとヨーロッパ原産のブドウ

がシルクロードを経由して、中国から日本に流入した

そうです。柑橘系の爽やかな香りと酸味から「和」を感

じさせ、わずかに残る渋みのある味わいが特徴的で

す。 

そして2010年に甲州が、2013年にマスカットベー

リーAが国際ブドウ・ワイン機構（OIV）にワイン用ぶど

うとして登録されました。これにより、EUへ輸出するワ

インのラベルにこれらの品種名を記載することができ

るようになりました。 

そして現在、日本で生産・出荷実績のあるワイナリ

ー数は 330 を超え、主な産地は山梨、北海道、長野、

山形となっています。 
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少し話は変わりますが、ワインは第二次世界大戦

においては軍需物資として重宝されました。ワインに

は酒石酸と呼ばれる有機酸の一種がふくまれていま

すが、これに加里ソーダを化合させることでロッシェル

塩（酒石酸加里ソーダ）と呼ばれる物質が精製されま

す。このロッシェル塩は音波をすばやく捉えることが

できる特性があり、第二次世界大戦時にはドイツがこ

れをいち早く採用し、音波防御レーダーを開発、潜

水艦や魚雷に対処するための兵器として艦船に装備

させていたことで知られています。1942 年（昭和 17

年）、日本海軍はミッドウエーの海戦で航空母艦 4 隻

を失う大打撃を受け敗退。その直後、日本海軍は艦

艇の装備を強化するために兵員を同盟国のドイツに

派遣させ、兵員にこのロッシェル塩を利用した探査技

術を習得させたといわれています。艦艇の装備を強

化するためのロッシェル塩を手っ取り早く採取できる

方法がワイン製造だったことから、海軍は全国各地の

ワイン醸造所にワイン造りを奨励したということです。 

 

幹事報告 

 
江口 公晴 幹事 

・越谷南 RC さんより 10、11、12月の例会プログラム

が届いております。 

・越谷市国際交流協会より越谷国際フェスティバル

2022 開催のご案内を頂きました。ポスターを掲示

しております。 

・例会場のコピー機が入れ替わりました。 

・10 月 5 日の理事会の議事録を掲示しました。詳細

をお聞きになりたい方は幹事まで。 

3分間ロータリー情報 

 
近藤 慎悟 会員 

ロータリーの友電子版のログイン方法と機能説明を

行いました。（*アカウント ID とパスワードは事務局に

ご確認ください） 

「思い立ったら即行動！西内ひろさん講演会」 

（引用：ロータリーの友 2018年 1月号より） 

八月二十六日当クラブがサポート役を務め、獨協

大学にて第三十回インターアクト年次大会を開催しま

した。講演者には、モデルやタレントとして、また世界

三十ヵ国以上を巡り、自身の才能を生かした写真集

を発売するなど幅広く活動する、西内ひろさんを招き

ました。 

西内さんは「海外に行く前、誰でも不安もあれば期

待もある。その時に一歩踏み出せれば、自身の視野

も広がり、可能性を広げることができる」と、六十枚を

超える写真を映しながら語ってくれました。生徒から

は、2014 年ミス・ユニバース東京代表に選ばれた彼

女が「きれいすぎて直視できない！」という声も上がっ

ていましたが、講演後には質問しようと手を上げる生

徒が多く、司会が質問の受け付け終了を告げるほど、

心に響く講演となったようです。 

また、午後は講演の内容を踏まえ、海外へのチャ

レンジ、ボランティア活動をテーマにした分科会を開

き、意見を交換しました。 

当日夜、西内さんが早速 SNS(会員制交流サイト)

のインスタグラムに大会の模様を載せると、参加した

インターアクターたちからのコメントが寄せられ、それ

に西内さんが丁寧に返信していました。 
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クラブでは今後も生徒たちのチャレンジを後押しす

るきっかけを作っていきたいと考えています。 

 

お客様挨拶 

 

米山記念奨学生 王 学朋 様 

 皆さん、こんにちは。今年度の奨学生オウガクホウ

です。文教大学教育研究科大学院生二年生です。

先週頂いた図書カードありがとうございました。先週

の例会が終わったら、すぐに書店に行きました。その

カードで今までずっと読みたかった本を買えました。

今は小説を読む時間はあまりないので論文を書き終

わった後で読みます。 

学校の方は、論文は進んでいますが、間違えが沢

山あることがわかりました。今週は第二章を終わった

ばかりです。 

文教ローターアクトの方は、例会と懇親会を開催し

たいということで、今は越谷クラブの皆さんと相談して

います。 

先週からは日本の温度は涼しくなってきた、皆さん

に風邪をひかないように気をつけてください。いつも

ありがとうございます。 

 

委員会報告 

米山記念奨学委員会 小林 操 委員長 

米山の寄付のお願いです。まだ若干ご寄付を頂い

ていない方がいますので、是非寄付の方よろしくお

願いします。 

社会奉仕委員会 松﨑 義一 委員 

 今月 23日に越谷市民まつりが行われます。越谷北

ロータリークラブは例年通りの場所でイベントを開催し

ます。集合時間は 8 時です。また、本日パーカーが

配布されています。オンライン参加の方は当日お渡し

しますのでよろしくお願いします。 

 

大島 直幸 会長 

本日、次年度理事役員候補者の指名について皆

様にお諮りをしたいと思います。早いもので来る12月

14 日には会長ノミニー選出を含む、次年度の役員理

事の選挙を行う年次総会を開催することになります。

クラブ細則第 3 条第一節により、その指名はクラブの

決定にするところに従って指名委員会または出席全

会員のいずれか一方または双方によって行うことがで

きる。とされておりますが、皆様のご意見をお聞かせく

ださい。 

（会場異議なし） 

こちら会長一任となりました。会長としては、これを

指名委員会による指名に委ねたいと思います。指名

委員会設置準則に従い中澤直前会長を中心に近日

中に指名委員会を開催して頂き、会長ノミニー含む

次年度役員理事候補者の指名をお願い致します。 

 

外部卓話 

 
NHK さいたま放送局 

コンテンツセンター長 山本 智 様 

『メディアの SDGs とは』 

山本様にはメディアと SDGs というテーマで卓話を頂

きました。昨今のメディア利用状況を始め、AI を用い

たフェイクニュースをご紹介して頂きました。 
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 実際に AI を活用して、その場でフェイク画像を作

成して頂き大変わかりやすい卓話でした。 

山本様、ありがとうございました。 

 

  

・お客様ようこそ。本日は卓話よろしくお願いします。 

大島 直幸 

https://koshigayakita-rc.jp/
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・NHKさいたま放送局山本様、北村様、本日はようこ

そいらっしゃいませ。卓話よろしくお願い致します。 

江口 公晴 

・NHK コンテンツセンター山本様、北村様、本日卓

話宜しくお願い致します。 

関森 初義 

・お客様ようこそ。本日の卓話宜しくお願い致します。 

大熊 正行 関 雄二郎 中澤 伸浩 

松﨑 義一 

・先日は結婚記念日のお祝いのお花ありがとうござい

ました。今回 49 年目です。これからも仲良く頑張り

ます。 

堀野 眞孝 

・先日は歓迎会ありがとうございました。 

大塚 具視 

・先日は歓迎会ありがとうございました。これからもよろ

しくお願いします。 

 小林 巧 

・新人歓迎会お疲れ様でした。 

須賀 篤史 

・久しぶりのリアル参加です。ご無沙汰をしてすいま

せん。 

小宮山 大介 

・世界平和の為に 

髙橋 忠克 

・本日も宜しくお願いします。世界平和の為に 

大濱 裕広 

 

 

出席報告 

会員数          41名 

出席者          28名 

出席率          82.3 % 

 

 

 

至：越谷市役所近辺 

10月23日（日）当クラブは市役所近辺で「ラビットスラ

イダー」「起震車体験」を出展しました。 

 

朝から準備をがんばりました。 

 

ラビットスライダーのサポートをしています。 

 

起震車体験では本間会員が楽しく暴れていました。 

https://koshigayakita-rc.jp/
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募金の声掛けと写真撮影で大活躍しました。 

 

大濱会員と堀野会員もがんばっています。 

 

インターアクトの学生も募金活動に協力しています。 

 

途中で配布用のお菓子が無くなる程の大盛況。 

 

公共イメージ部門は写真スポットを用意しました。 

 

大島会長も記念撮影です。 

 

近藤会員が甥っ子姪っ子と一緒に撮影しました。 

 

越谷市民まつり終了後

は若松で打ち上げです。

沢山の会員が参加しま

した。 

 

参加した会員の皆様、

お疲れ様でした。 

https://koshigayakita-rc.jp/
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至：山梨県 石和温泉 

10月 26日～27日で、3年振りとなる親睦旅行及

び職場見学を行いました。久し振りの旅行に一同大

はしゃぎでした。 

参加した皆様、お疲れ様でした！ 

 

北越谷駅西口に集合、バスで出発しました。 

 

リニア見学センターに立ち寄っています。 

 

ミニチュア模型も素敵でした。 

 

時間を忘れて見てしまうような作りこみでした。 

 

お昼は浅間茶屋です。 

 

雰囲気もあり豪華なお昼ご飯でした。 

 

浅間山が祀られています。 

https://koshigayakita-rc.jp/
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浅間神社に参拝しました。 

 

青木会員も元気にカメラ目線です。 

 

ロリアンワイン・白百合醸造を見学しました。 

 

ブドウの味にこだわりを持つ 2名も大満足。 

 

ブドウ園の説明を受けました。 

 

ワインの試飲では須賀会員が品評しています。 

 

ロリアンワインの前で記念撮影。 

 

夜は石和温泉糸柳で大宴会です。 

https://koshigayakita-rc.jp/
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太田会員のワンマンショーが始まりそうでした。 

 

ロリアンワインも楽しみます！ 

 

会長自らお酌してまわりました。 

 

盛大な大宴会でした。 

 

武田神社、甲斐・善光寺に参拝しました。 

 

神妙な雰囲気で挑みます。 

 

最後はいろり炭火焼き料理 うかい烏山でお昼ご飯。 

 

 久々の会員旅行でしたが、大満足の旅行となりまし

た♪色々手配して頂いた吉澤会員、須賀親睦委員

長ありがとうございました。お疲れ様でした。 

https://koshigayakita-rc.jp/

