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11 月はロータリー財団月間です！ 
 

【前回の会長挨拶】        

本日は 11 月 22 日で「いい夫婦の日」でありますが、職場例会となっています。柴田酒造場の

皆様本日はよろしくお願いします。本来職場例会は 1 月の職業奉仕月間に実施しますが、職業奉

仕委員長が是非柴田酒造場さんで実施したいということで、1 月は額田地区が雪、路面凍結等の

恐れがあり休会となっても残念ということで、この 11 月に変更しました。本日も夕方から北風

で寒くなってきました。私もこの冬初めてコートを着用しました。職場例会ということで、イン

ターネットで検索してみましたら、たまたま当クラブの「週報あづま」に行き当たりました。ち

ょうど 10 年前の平成 20 年 10 月 23 日開催の職場例会が掲載されていましたが、当クラブ会員本田康英さんの明徳保

育園が例会場でした。その年度は私が職業奉仕委員長、会長は手嶋明さんでした。その当時は 10 月が職業奉仕月間で

した。さて、職業奉仕は職業を通じて社会に貢献するということです。各会員が様々な職業で社会の役割を分担してい

ます。まずは誠実に仕事をするということでしょう。そして職場例会をすることで自分と違う職業を知り、よい点は自

分の職場に取り入れ、またお互い切磋琢磨することでより良い職場になります。本日は、優良従業員の表彰も行います。

職場において永年誠実に従事し会社に貢献した従業員を表彰します。今後の励みにしていただければと思います。例会

終了後は、懇親会に移ります。会員間の親睦を多いに深めることはもちろんですが、柴田酒造場の柴田さんには将来会

員になって親睦の輪に入っていただけるよう懇親を深めたいと思います。よろしくお願いします。 

【前回の卓話】   「 お酒の話 」  合資会社柴田酒造場 社長 柴田秀和様・副社長 柴田佑紀様 

柴田酒造場は、江戸時代後期の天保元年（1830 年）に、愛知県の旧額田郡下山村にて創業い

たしました。当時、庄屋で地主でもあった柴田家が余剰米を用いて酒を造り、それを売り出した

ことに始まります。明治 31（1898）年に蔵が火事に遭った時、樽の中の酒が流れ出し、蔵近

くの川を伝って遥か下流の岡崎市まで流れ着いたことがありました。この時、川に沿って暮らし

ていた人々がこの山奥に造り酒屋があることを知り、これを機に「孝の司」の名が広く知れ渡っ

たという逸話があります。現在も、明治期に建てられた旧蔵が、風情ある佇まいで残っています。

もう一つの蔵は、平成 28 年に建てられた众醸蔵です。二つの蔵は繋がっており、伝統を継承し

ながら新しい道を見据える企業姿勢を物語っています。食中酒として飲むときに、日本酒はワインに比べ存在感・ボデ

ィーが弱いと常々感じていました。 そんな矢先、旅行先での夕飯時に日本酒と向き合っていた際、最後に山吹色の山

廃純米酒を口にしました。「やはり、これだ！！」と思いました。日本酒のだれた甘さが全くない。後

味がスカッとしている。濃厚で味に深みがあり、圧倒的な酸とアミノ酸を感じ、それでいて後味が切

れる豪快な酒を造りたい。肉料理にも合う、どんな味にも負けない酒。さらに燗をすれば味の深みが

広がり、料理の油をすっと口中で流してくれる。そんな酒を目指そう！長年のわだかまりが瓦解する

瞬間でした。众（ぎん）生酛純米大吟醸生原酒は International Wine Challenge 2018 Sake 部門

ブロンズメダルを受賞しました。この名前は、生酛（きもと）造りが、大変手間がかかる製法である

ことを「人の力をたくさん必要とする」という意味に解釈し、「衆」の簡体字で「人」を 3 つ使う「众」

で表現しました。蔵人が一つ屋根の下に集まり、揺るぎない技術と和をもって、世界に誇れる生酛を

醸しだします。                                   众(ぎん)生酛純米大吟醸生原酒 

 

 
柴田佑紀様  柴田秀和様  野村会長 

 
卓話：「お酒の話」 

 
International Wine Challenge 

2018sake 部門ﾌﾞﾛﾝｽﾞﾒﾀﾞﾙ受賞 

 
優良従業員表彰：野村会長より 

表彰状･記念品の贈呈 

46 期【No1７】第 21８２回例会                        2018/11/29 

 （過去 3 回の修正出席率  10/18:100 % 10/28:100% 11/1:100%） 

 

 

 

【本日の卓話】               「 会 員 卓 話 」         山中 一 君 
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幹事報告(坂野弘君)  
【第 2 回西三河中分区会長幹事会報告】11 月 16 日開催 

1.今年度 IM は 2019/2/16(土)13:30～名鉄トヨタホ

テルでの開催です。 

1.今年度西三河中分区ロータリー懇親ゴルフ大会は

2019/4/12(金)葵カントリークラブでの開催です。 

■ 村井ガバナー主催「ハンブルクの夕べ（ガバナーナイト）」

登録のご案内が届いています。ご興味のある方は、幹事

又は事務局までご連絡ください。 

■ 11/23(金)～25(日)第 27 回 RYLA セミナーに鈴木諒

佑様(野村会計)と鋤柄 RYLA 委員長が出席します。 

■ 11/28(水)地区職業奉仕委員長会議に加藤職業奉仕委

員長が出席します。 

■ 同日、次期ガバナー補佐研修会議に市川次年度ガバナー

補佐と畔栁次年度分区幹事が出席します。 

■ 同日、第 2 回岡崎５RC 会長幹事会に野村会長と私が出

席します｡ 

■ 例会変更は週報あづまをご確認ください。 

ビジター報告 【サイン受付】32 名         

出席委員会 本日の出席率 76.60%（欠席 11 名) 

  前々回(11/1)の修正出席率 100%(欠席 0 名)

 

12 月の例会予定 

例会予定 例会会場 内容 

12/6(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「クラブ年次総会」 

12/15(土)18:00～ ホテルアソシア豊橋 「年忘れ親睦家族例会」（12/13 の例会変更です） 

12/20(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「RYLA セミナーに参加して」鈴木諒佑様 

12/27(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「半期を振り返って」野村会長･坂野幹事 

クラブ例会変更・休会のお知らせ 

変更予定日 RC 名 サイン受付場所 

12 月 3 日（月） 豊田三好 三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15 

12 月 5 日（水） 三河安城 ホテルグランドティアラ安城 1 階 11:30～12:30 

12 月 11 日（火） 西尾 西尾信用金庫中央支店 204 号室 11:30～12:30 

12 月 12 日（水） 岡崎 岡崎市竜美丘会館 11:30～12:30 

12 月 17 日（月） 豊田西 名鉄トヨタホテル 1 階フロント前 11:30～12:30 

12 月 18 日（火） 岡崎南 岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30 

12 月 18 日（火） 岡崎城南 岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30 

12 月 18 日（火） 豊田中 名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00 

12 月 19 日（水） 豊田東 ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30 

12 月 19 日（水） 知立 ホテルクラウンパレス知立 501 号室 11:30～12:30 

【 職 場 例 会 】     18 時～於：合資会社柴田酒造場 

    

    

同好会便り 

同好会 開催予定日 場所 内容 

あづま会 11月29日(木)～30日(金) 葛城 GC 北の丸 定例会 

ひよどり会 12 月 13 日(木) チャーム 定例会  

写楽会 有志による写真を、メーリングリスト・例会場にて展示 


