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皆さん，こんにちは。18 回目の例会です。
本日は、米山奨学生のウーアン,ティラー君が出席されています。ようこそいらっ
しゃいました。どうぞごゆっくりとお過ごしください。
先週 11 月 29 日、熊倉高志会員の御尊父 熊倉勇様が亡くなられました。昨日
は通夜、本日は告別式でした。ご冥福をお祈りいたします。
さて、本日は輸入ワインについてお話しします。
私が退院したのは先月 15 日でした。その日の夕食は松撫亭に行き、女将が勧め
たワインを久しぶりに口にしました。当日はボジョレー・ヌーボーの解禁日でした
が、飲んだのはボジョレーではありません。ラベルを見るとイタリア・ワインでし
た。
日本におけるワインの市場は堅調に伸びていて、消費されるワインの７割が輸入
品で占められるなか、国別の輸入先ではボジョレー・ヌーボーを含むフランス・ワ
インが長らく輸入量と金額で首位を保っていました。しかし 2015 年にはスパー
クリングワインを除くボトルワインの輸入数量ではチリ・ワインがフランス・ワイ
ンを上回り、初めての１位になりました。2016 年、2017 年も輸入数量は１位を
維持しています。
（ボトルワインの輸入量は 750 ㎖瓶 12 本詰めの箱の数量で計算
されます。
）
ただし、量では抜かれましたが、輸入金額では今でも価格の高いフランス・ワイ
ンが断然１位です。総額でチリの 4 倍くらいの額です。ということはチリ・ワイン
の価格はフランス・ワインに比べて平均で「量当たり４分の１以下の価格」となり
ます。
ワインの消費量の伸びは、20 代を中心にワインが好まれていること、外食での
飲用機会が増えていることなどが要因とみられています。
その消費量の伸びを引っ張っているのがチリ産です。価格の割においしく、果実
味があり（フルーティ）
、重くなく、ふくよかな味わいが、日本の消費者に合ってい
ます。2007 年に発効した日本とチリの EPA（経済協力協定）により関税が段階
的に削減されたために価格が下がり、2015 年の時点で、チリ・ワインは 10 年前
の 7 倍の輸入量に伸びました。
アサヒビールやメルシャンなど輸入ワインを扱う会社が積極的に展開し、家庭
（家飲み）や飲食店で幅広く飲まれています。

ちなみに国内販売数量１位となったアサヒビールが輸入販売しているアルパカ・ブランドの店頭価格は、
市内のスーパーにおいて消費税抜きで 500 円を切っていました。サントリーの輸入販売するチリ・ワイン
も店頭価格はさらに低価格でした。チリ・ワインは、安いと言っても、この価格で普通に充分おいしく飲め
ます。
来年 2019 年には、低くなっているチリ産ワインの関税は、撤廃される予定です。さて、そうすると、
今まで以上に安くなるものでしょうか。
今日はワインのお話しでした。会長挨拶を終わります。
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ティラー君へ 12 月分奨学金を授与

永桶

俊一 幹事

２０１８年１２月ロータリーレートのご案内
12 月１日より １ドル＝112 円
（11 月レート＝112 円）
地区事務所より 「短期交換学生募集要項」のご案内
［交 換 先］ドイツ、アメリカ、台湾
［資
格］派遣時、高校または大学在学中（予備校、専門学校を含む）
心身ともに健康、健全であり、学業成績が中位以上
［派遣期間］2019 年 8 月初旬より３～４週間、ホームステイ
［申
込］2018 年 12 月 15 日まで
地区ローターアクト委員会より 「地区大会」仮登録のご案内
［日 時］2019 年 3 月 9 日(土) 12：00～登録開始 13：00～記念式典
［場 所］やすね（上越市仲町） ［締 切］2018 年 12 月 17 日
川瀬ガバナー事務所より
「阿賀野川ラインＲＣ創立２０周年記念式典」日程変更のお知らせ
変更前：2019 年 4 月 13 日(土) → 変更後： 2019 年 4 月 6 日(土)
三条市ＰＴＡ連合会より 「ふるさと絵画コンクール」協賛の御礼
スマイルＢＯＸ会計より賛助金 10,000 円の寄付
11/24～25 三条市総合福祉センターにて 来場者 1,032 名

太田

義人 親睦・プログラム委員長

忘年家族会のご案内
ことし最後の例会です。委員会一同練りに練ったサプライズ企画を準備して
おります。ご家族皆様でのご出席をお願い申し上げます。
201８年 12 月 17 日（月）午後 5：45～受付 6：30 開会

ザ・スクエア

12 月 14 日（金）午後 5：00 までにご連絡下さい
（それ以降会費ご負担いただきます）

ザ・スクエアの隣室で
“ウェルカムドリンク”の
用意がございます。
どうぞお早めにお越しい
ただき、開会まで ごゆ
っくり おくつろぎ下さい

12 月 3 日
￥8,000
今年度累計 ￥264 ,000

田 代 君 本日は年次総会です。

次々年度の会長候補の承認を諮ります。
永 桶 君 ついに、今週末は雪が降る模様。

気温も３℃くらいになるとのことなので、
みなさん、体に気を付けてください。
丸 山（征）君

ウーアン,ティラー

きょうは、

くんの

大渓君、坂井君、銅冶君、星野君

BOX に協力します。

アッシー（足）です。
【カンボジア公用語＝クメール語の表記で】

名 古 屋 君 BOX へのご協力ありがとうございました。

クラブ細則第１条「定義 4．定足数」および
第５条「会合 第１節 年次総会」に則り、
定足数を充たし、
「年次総会」が開かれました
※会員数 48 名中出席 31 名（定足数 16）

田代 徳太郎 会長（指名委員長）
議案Ⅰ 2020～2021 年度（第 53 代）会長選出について
去る 11 月 5 日（月）に歴代会長会議および指名委員会が三条ロイヤルホテルにおいて開かれました。
内容は、次々年度の会長、つまり、荒澤エレクトの次、会長ノミニーとなる方の選考指名の会議でした。
当日は、歴代会長経験者８名の出席をいただき、その指名委員会において、銅冶康之会員が、2020～2021
年度（第 53 代）会長に満場一致で推薦されました。
これを受け、翌 11 月６日、指名委員会メンバーの坪井正康第 30 代会長、大渓秀夫第 43 代会長が、
銅冶会員を訪問し、ご本人より快諾をいただきました。
本日、例会前の理事役員会において、今ほど同様にご報告をして承認をいただきました。
本総会にて、2020～2021 年度（第 53 代）会長として、銅冶康之会員をご承認いただきたく、
お諮りいたします。
～ 満場一致にて、銅冶康之会員が第 53 代会長に選出されました ～

会長ノミニー（第 53 代会長）銅冶

康之 会員

只今、ご承認いただきました、銅冶です。一生懸命やりますので、
皆様の御指導、御協力をお願いいたします。
銅冶 康之 会員

ロータリー歴

2001 年（平成 13 年）11 月入会

◆クラブ委員長等
2007～08（坂本洋司会長）年度 親睦委員長
2009～10（佐藤嘉男会長）
職業奉仕委員長
2012～13（坂井範夫会長）
社会奉仕委員長
2015～16（星野健司会長）
ＳＡＡ
2017～18（野崎正明会長）
出席委員長
◆マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
◆米山功労者
◆６年連続 100％出席

職業分類－神経内科医 1948 年 1 月 24 日生。
(医)川瀬神経内科クリニック理事長。
98 年三条 RC 入会。会長。メジャードナー。
ＰＨＳ。米山功労者(６)。

2018 年 7 月号）

（出典：

Ｑ：ほっとするときは？
Ａ：ジャズボーカルを聴きながら、ウイスキーを飲ん
でいる時
Ｑ：苦手なものは？
Ａ：リンゴ入りビーンズサラダ
Ｑ：自分を動物に例えると？ その理由は？
Ａ：バク。夢を食べる

今回は数独。ロータリーのことはよくわからない、という人もご心配なく。
二重枠に入った数字を並べてできるのは何でしょう。
ロータリーには少し関係があります。どんな関係かな。
ロータリーのこと、ちょっとずつ学びましょ。

ロータリーの友

答えは次回週報で

2018 年 8 月号より

ルール

① まだ数字の入っていないマスに 1 から 9 までの数字のどれ
かを１つずついれましょう。0（ゼロ）は使いません。
② タテ列（9 列あります）
、ヨコ列（9 列あります）
、太線で囲
まれた 3×3 のブロック（9 つあります）のそれぞれに、1
から 9 までの数字が 1 つずつ入るようにします。

問

二重枠のマスに入った数字を並べてできる 2 桁の数字をお答え
下さい。

題
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