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山上茂夫君
【先週のメークアップ】
１１／２４ 燕ＲＣへ
長谷川晴生君
１１／２５ 吉田ＲＣへ
木原 崇君

会 長 挨 拶

佐藤

星野健司君

おゝロータリアン

吉井正孝君

栄祐 会長

ご挨拶を申し上げます。
今週のお話はゴルフ一辺倒になりそうです。
皆様、三条新聞ですでにお読みになってご承知のことと思いますが、我がクラブ会員の滝口さんが、待望の
ホールインワンをされました。大変な慶事でありまして、ゴルファーであれば誰でも一生に一度でいいからや
りたい、入れたいと願うことで、その願いが叶わない人が大半であります。三条新聞の記事はいささか嫌味っ
ぽく感じられます。何はともあれ、滝口さん大変おめでとうございます。是非、記念コンペを開催していただ
き、参加させていただきたく思っております。
ところで、同じ日、会場は違いますが、元南クラブ会員の田中康雄さんが、７度目のホールインワンを記録
されました。県下では最多ではないかと思われます。先程も申しましたが、一生かかっても出来ない人もいれ
ば、始めたばかりの人が達成してみたり、田中さんのように７回もする人もおられるわけで、人生イロイロで
すわ。かく言う私も、２０数年前になりますが、達成致しております。
今週は、何と言っても、ミッシェルウェーでしょうね。経済効果数十億円と言われた天才少女であります。
女性という枠を超えた存在のようです。日本男児、真っ青と言った感じで、これで上位入賞でもすればメンツ
丸つぶれでしたが、予選通過ならず男子プロとしてはほっと胸をなでおろしたことでしょう。
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主催者側は逆に涙を飲んだ形となりました。十数億の当てが外れた訳
ですから。
〆は、賞金女王は誰かという事ですが、あまりすっきりした形でな
いのが残念です。６年連続でも CM が来ないのでしょうかね。ゴルフ
は顔の時代になりました。
最後になりますが、いよいよ師走となります。何かと皆様、お忙し
いでしょうが、ご自愛下さいましてお過ごし下さい。
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１２月１９日（月）
餞心亭
会員

おゝ乃

１８：３０～

（℡

３，０００円

３２－４６４９）
ご夫人

５，０００円

当日１０：００までにご連絡下さい。それ以降につきましては会費ご負担いただきます。
いろいろと趣向を凝らし楽しい一時を過ごしていただけるよう準備を進めております。
多くの皆様のご出席をお待ち申し上げております。 ★☆

１２月のお祝い
【会員誕生】
１１日・・鈴木圀彦君

２５日・・大渓秀夫君

【御夫人誕生】
５日・・赤塚康子（寧）さん
２３日・・坂本満寿子（洋司）さん

１９日・・坂井洋子（範夫）さん
２９日・・五十嵐静江（勇）さん

【結婚記念】
８日・・佐藤 譲君・玲子さん
２５日・・野水孝男君・智恵子さん

＊＊

１９日・・永桶栄資君・シイさん

おめでとうございます

～１１月２８日
佐藤（栄）君
船久保君
滝口君

＊＊

￥３１，０００

今年度累計￥４８８，０００～

いよいよ師走になります。何かと忙しくなりますが、お体に気をつけてガンバリましょう。
岡村さん、卓話ご苦労様です。
２３日の勤労感謝の日、坪井先生、丸山徹夫さんに誘われて、スプリングス三条コースで
ゴルフをやり、１３番ホール（１４４ヤード）でホールインワンをする。感謝！感謝！
丸山（徹）君
滝口さん、ホールインワンおめでとうございました。また、当日は同伴者として大変ご馳
走になりました。またお願いします。
坪井君
①滝口さん、ホールインワンおめでとうございます。
②岡村さん、卓話ご苦労様です。
相田君
２４日から２６日、秋の京都の名所見物を旅行しました。大勢の観光客に驚きましたが、
楽しい３日間でした。
（５人ツアーです）
吉田（秀）君
来週は欠席致します。
木原君
久しぶりの出席です。ボックスに協力。
荒澤君、佐々木君、佐藤（秀）君、田代君、西野君、西巻君、野中君
岡村さん、卓話ご苦労様です。楽しみにしています。
安達君、田中（久）君
本日は都合により早退させていただきます。岡村さんゴメンナサイ。
岡村君、佐藤（嘉）君、武藤君、渡邉君
ＢＯＸに協力致します。
星野君
多岡村さん、先週は大変お世話になりました。卓話ご苦労様です。
ボックスご協力有難うございました。

「バーテンダーとカクテル」

岡村

一男 会員

私たちバーテンダーは全国で１万人程、（社）日本バーテンダー
協会に会員として所属しております。（社）日本バーテンダー協会
は国際バーテンダー協会に加盟しており、全国で９本部（北海道、
東北、新潟、関東、中日本、関西、中国、四国、九州）あります。
新潟県本部の中に４支部（新潟、三条、中越、上越）あり、私は三
条支部の会員で、現在三条支部長を仰せつかっております。
さて、バーテンダーとは、バーの番人とか、バーで待つ人という
意味ですが、私達は『テンダー』という言葉を大事に考えます。技
術は勿論ですが、『テンダー』とは、人にやさしいとか、お客様は
今日はどういう気持ちでご来店されたかな？ 一人で来られたの
かな？
友人同士で来られたのかな？
恋人同士でこられたの
かな？ と瞬時にお客様の心の状態や目的を察し、それに合った会話や酒、カクテルを提供しなければなりませ
ん。それが出来るのが「バーテンダー」と呼ばれる者であり、日々の鍛錬と勉強であります。
『バー』のもともとの意味は西部開拓時代の酒場の外の馬をつなぐ紐を縛る『バー』をカウンターの下の足をか
けるバーに持って来たことから『バー』と言われています。「バーテンダー」はお客様とカウンターの距離（真
剣勝負の距離）を酒の知識と技術で、お客様の気持ちを察した会話で埋めたいと日々努力しております。
バーテンダーの技術の中でカクテル作りが一番華やかですが、カクテルの意味はアメリカの独立戦争の戦勝
祝いで作ったミックスドリンクを雄鶏の羽根でまぜて作ったことから、
「クックテール（雄鶏の尾）
」⇒「カク
テル」になったという説がございます。カクテル技法には４種類ございまして、①シェーキング技法：サイド
カー、ホワイトレディーetc
②ステアー技法：マティーニ、マンハッタン etc
③ビルド技法（グラスの中
で作る）
：ジントニック、モスコミュール、ブラッディマリーetc ④ブレンド技法（ミキサーやブレンダーを
使った）
：フローズンダイキリ etc があります。
カクテルのカクテル名には色々な意味がございまして、その意味がお客様の気持ちとマッチすると大変喜ば
れます。この時はお客様に勝ったな！！（満足していただいた）ということになります。
【カクテル名一例】
サイドカー
⇒第二次世界大戦中のパリでサイドカーに乗って来る大尉の為に作ってあげた という説 etc
１９３３年パリのハリーズ・ニューヨークバーのバーテンダーだったハリー・マッケルホーンが旅行
ブームでパリに訪れる人々に広めた。
材料はブランデーとコアントロー（オレンジリキュール）とレモンジュースをシェークして提供する。
ブラッディマリー
⇒１６世紀半ば、イングランド女王 メアリー１世がカトリック復興の為にプロテスタントを多数迫害
し、
「血塗られたメアリー」と呼ばれた。色彩から連想されたカクテル。アメリカ禁酒法時代には、
トマトジュースと偽って飲まれ広まったカクテル
他にも色々なカクテル名の由来があります。意味を思い浮かべながらカクテルをいただくのも一つの楽しみ方
であります。
１２月１８日（日）には、三条支部主催の「クリスマスカクテルパーティー」がございます。お時間がござ
いましたら是非ご来場下さい。お一人様７，０００円、ＰＭ６：００～９：００ 於：ビップ 三条店でござい
ます。
拙い話でしたが、ご静聴有難うございました。

この方は どなたでしょうか？ この方にお聞きしました。
Ｑ１ あなたの年齢は何歳ですか
Ａ：６８歳
Ｑ２ あなたの趣味は何ですか
Ａ：仕事
Ｑ３ もし若くなれるなら何歳位になりたいですか
Ａ：２５歳
Ｑ４ その年になれたらどんな職業についていると思いますか Ａ：今の職業（鍛造や）
Ｑ５ 一つだけ望みが叶うなら何を望みますか
Ａ：いっぱい有って一つだけでは足りない。
Ｑ６ 思い出に残るロータリーでの出来事はありますか
Ａ：あまりありません
Ｑ７ その他お話したいことはありますか
Ａ：ありません
どなたかおわかりになりましたか？
答えは 会員ギャラリー 「見て見て見て／フォトギャラリー」にあります。
また、プリント週報は次週週報に答えを掲載いたします。
【線画に戻る】

