人類への奉仕はロータリーの礎であり、世界
で意義ある奉仕を行う最善の道はロータリ
ー会員になることである。
国際ロータリー会長
ジョン F．ジャーム

国際ロ－タリ－２７８０地区

小こ
八木 勉会長

第 1088 回
司会

八木

会長

水野

津久井商工会館 2F

TEL

042-780-0201

FAX

042-850-4830

毎週木曜日

時間

12：30~13：30

例会日

Ｅ-mail

八木

勉会長

12 月になりますと忘年会シーズンで、昼間も
夜も皆さんお忙しいと思います。忘年会といえ
ばお酒を飲みますね。お酒も色々種類がありま
すが、今日はウイスキーについて話したいと思
います。
歴史上ウイスキーと思われる飲み物が登場し
たのは 1172 年に遡ると言われています。イギ
リスに残る記録として、1172 年アイルランドに
侵攻したヘンリー2 世の家臣の報告書の中に、
「この島の住民達が我が国の酒より美味しい酒
を飲み、それを『ウシュク・ベーハー』と呼ん
でいる」と記載されているそうです。｢ウシュ
ク・ベーハー｣というのはゲール語、アイルラン
ド語で「生命の水」という意味だそうです。
ヘンリー2 世の当時イングランドにはまだ蒸
留酒が無く、麦芽を発酵させてできる酒、すな
わちビールのようなものを飲んでいたと思われ
ます。ところがアイルランド人は蒸留して作っ
た酒を飲んでいました。
ビールのアルコール度数が 6％程度に対し、
この蒸留酒は 60％前後だったでしょうから、イ
ングランドの兵士達にとってはとてつもなく美
味しいお酒だったと思われます。

【出席報告者

相模原市緑区中野 1029

trc@club.email.ne.jp
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旭 SAA

井上

会長挨拶

事務所・例会場

会長
八木 勉
幹事
高橋幸一
会報委員長 具 尚禮
会報発行
事務局

勉会長

斉唱 手に手つないで

その後、ウイスキーの製造法はアイルランドか
らスコットランドに伝わり、麦を原料とする蒸留
酒が作られるようになりました。蒸留したばかり
の新酒は無色透明で味も荒々しいもので、当初ウ
イスキーはその状態で飲まれていたそうです。
しかし、現在私達が飲んでいるのは樽で熟成さ
せたものです。その樽熟成という方法は偶然から
生まれたと言われています。
1707 年、スコットランドがイングランドに合
併されると、酒税が課せられました。スコットラ
ンド人達は酒税を納めることを嫌って山奥へ蒸
留所を移し、夜に酒を樽に詰めて街へ運び密売し
ていました。ところがある時密造者が税務官に出
くわしてしまい、あわてて洞窟に樽を隠して逃走
し、樽はそのまま放置されました。
それから何年か経ち、誰かがその樽を開けてウ
イスキーを恐る恐る飲んでみて驚いたそうです。
いつも飲む無色透明の荒々しい酒と違い、色がつ
き何とも美味しいものに変わっていました。こう
して今日飲まれているウイスキーが誕生したと
言われています。
ウイスキーの製造法は麦芽から甘い麦汁を作
り、それを発酵させたものを 2 回蒸留し樽の中で
熟成させるというものですが、この工程の中で特
徴的なものは樽の中の熟成です。

茂委員長】

現在会員数

出席対象数

本会出席数

本会欠席数

本会出席率

前回修正出席率

17

14

13

1

92.86％

80.00％

本日欠席者

具会員

前々回修正出席率

85.71％

生まれたてのウイスキーは無色透明で味も
荒々しいのですが、それを樽に詰めることによ
って半年位で黄色になり、3 年から 5 年経つう
ちに琥珀色に染まっていくということです。ま
た香りも深く複雑になり、味わいもまろやかに
変わっていきます。
樽材にはオークという木を使いますが、この
オーク材からリグニンやタンニンなどのポリフ
ェノールが溶け出し、ウイスキーの成分と反応
して熟成していくということです。
熟成という現象はオーク材とウイスキーとの
間で繰り広げられる歳月をかけた神秘のドラマ
とも言えるでしょう。
最後に、お酒の効用について最も使われる言
葉は「酒は百薬の長」でしょう。これは酒は最
高の薬であるとともに、めでたい時には欠かせ
ないものであるという表現ですね。
お酒は適量を楽しく飲めば、その効用は大き
いことについては大方の賛同が得られていると
思います。従って「酒は一杯、茶は二杯」とい
う言葉もありますが、こういう飲み方をしてい
れば楽しく健康に過ごせるのではないでしょう
か。
日本で最初のウイスキーは、1923 年山崎蒸留
所で作られました。それから 93 年になります
が、より多くの人にウイスキーの魅力を知って
もらいたいと思います。

幹事報告

高橋幸一幹事

週報受領
相模原柴胡 RC
ロータリー関係受領書類
ガバナー事務所
2019－2020 年度ガバナーノミニー確定宣言
NPO 法人国際ロータリー日本青少年交換委
員会を他地区合同奉仕活動であることを承認
する件
ガバナー月信 №6
その他の受領書類
津久井商工会
「小規模企業持続か補助金」事業計画書作成相
談会案内
相模原市美化運動推進協議会
美化ポスター・美化標語コンクール入選作品
集、美化啓発ポスター
比国育英会バギオ基金
2015 年度事業報告書

例会変更通知
津久井 RC
12 月 16 日（金） 夜間例会（年次総会）
点鐘 １８：００
場所 四季和膳「いづみ」
12 月 23 日（金）休会（天皇誕生日）
12 月 30 日（金）休会（定款第 6 条第 1 節）
相模原東 RC
1２月 26 日（月） 年末休会
1 月２日（月）
年始休会
1 月９日（月）
成人の日
1 月 16 日（月）
移動例会 点鐘 12:00
初詣「亀ヶ池八万宮」
1 月 30 日（月）
夜間例会 点鐘 18:00～
相模原柴胡 RC
12 月 19 日（月）→21 日 18：30 点鐘
年末家族例会 レンブラントホテル町田
12 月 26 日（月）→例会取止め
１月 ②日（月）→祝日休会
１月 ⑨日（月）→祝日休会
１月１６日（月）→１６日 １８；３０点鐘
「新年夜間例会」とん平にて

会長・幹事前期報告
八木 勉会長
毎回の会長挨拶については十分な準備がで
きないことも多く、もう少し面白い話ができな
いかといつも考えてはいるのですが、一週間は
あっという間に過ぎ、考える暇もなかなか無
く、思いついた話、直前に調べた話をさせても
らっています。
早いものでもう 12 月半ばです。私が会長な
どやれるのかと思っていましたが、お陰様でも
う半年が経ちます。皆様に色々とご協力、ご指
導を頂きまして、何とかここまでやってこられ
ました。
後期の半年も有意義な活動ができるように
頑張っていきたいと思いますので、引き続きご
協力、ご指導をよろしくお願い致します。
高橋幸一幹事
幹事就任前から言っておりました通り、土日
の参加が不可能であるため、皆様にご迷惑をお
掛けしていることを申し訳なく思っておりま
すが、平日は出来る範囲で頑張っているつもり
です。
あと半年間八木会長を支えて、また自分もで
きるだけ木曜日は仕事を入れないようにし、欠
席することがないよう頑張っていきますので、
後期もよろしくお願い致します。

スマイル委員会

水野

茂委員長

『ス マ イ ル 報 告 水野 茂委員長』
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
会 水野 茂委員長
津久井中央 RC
八木 勉会員
年末になり、多忙です。きのうの夜、鼻血が出ました。大丈夫でしょうか？
高橋幸一会員
ごぶさたしております。沼崎さん、水野さん時計のプレゼントありがとうござい
ます。夕方までは大切にします。
井上 旭会員
いよいよ今年も今回を含め 3 回で終りです。今朝はこの冬一番の冷え込みで鳥屋
では－2 度でした。世間ではインフルエンザが流行しているようです。寒さ対策
と疲労防止に努め、風邪を引かないよう気を付けましょう。
山﨑和彦会員
会長、ウイスキーの話ありがとうございます。話の内容は別として、私も最近は
ビールから焼酎ではなく、ビールからウイスキーを飲んでいます。ウイスキーは
本当においしいと思います。ただ度数が強い分、飲むペースが早いですから酔っ
ぱらう事が多くなりました。忘年会の時期ですので、気をつけようと考えます。
佐藤祐一郎会員 お久しぶりでございます。外耳炎で耳が聞こえません。
デジグネートに杉岡様が決まりました。
小山里枝会員
先日初めて精米機を利用しましたが、100 円玉のみ使用可でしたが、50 円玉 3 枚
壁に見えた TEL にかけたところ、近くに自販機があるから…と、はぁ～？ところ
がその自販機はつり銭切れ!! 通りすがりの青年に声をかけ、ペットボトルのお茶
と交換、念のため 50 円×2 も 100 円に。ところが 100 円入れてスイッチオンして
も玄米はそのまま…？なんと玄米を入れるところをまちがえていました。入れ直
してスイッチオン、良かった～と思いきや「お金が足りません」と機会から!! 100
円で精米できる量を超えていたようです。また TEL をして理由を話しましたら、
今度はスーパーへ行って両替を!!とひどい!! また通行人を探し、何とか Get
入れるところをまちがえた自分に呆れましたが、お陰様でお人柄をうかがえる珍
体験ができました。教訓です。アハハ！
沼崎善充会員
幸せな水野君に強制され、スマイルします!! 昨日は杉本君、ありがとうございま
した。毎度助かります。来週もヨロシクお願いします。
追伸： 小川先輩、年末体に気をつけてホドホドに行動してくださいネ。
小川洋一会員
今年もあとわずか、体調には気をつけて新年を迎えましょう。
森田正紀会員
早いもので、次年度の準備が始まりました。皆様、ご協力宜しくお願い致します。
杉本信一会員
水野さん、沼崎さん、元気が回復しました杉本です。年末をガンバリましょう。
前沢弘之会員
4 日のイベントは天候に恵まれて盛況でした。来客が 1500 人ぐらいあったようで
す。井上さん、小川さん、吉野さん、ありがとうございました。
水野 茂会員
本日を含めてあと 3 回ですが、１回は忘年会でスマイルできませんので、皆様来
週が商工会でやる最後です。ご協力よろしくお願いします。

