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ようこそお客さま 

石岡ＲＣ 山本進様 

会長挨拶         荒川洋一 会長 

冷水豊国様におかれましては、お忙しいところお出かけ

下さいましてありごとうございます。冷水様には、以前に

も職場訪問で工場を見学させて頂きお世話になっており

ます。本日の卓話楽しみにしております。宜しくお願い致

します。また、山本進様におかれましては、下館ＲＣ創立

50 周年記念事業につきまして御助力、御協力のほど宜し

くお願い致します。2 月 1 日（日）に行われます「みんな

で地球温暖化を防止しよう」の講演会が近づいてまいりま

した。ひとりでも多くの皆さんに環境問題に関心をもって

頂く為にも、会場を満杯にしたいと思いますので、会員の

皆様のご協力宜しくお願い致します。先々週、皆様にお計

り致しました、永井啓一さんの入会推薦の件ですが、今日

までに異議の申し立てがございませんでしたので、承認さ

れたものとして入会手続きを致しますので宜しくお願い

致します。 

幹事報告         中里泰久 幹事 

1．2 月 15 日、ＩＭが真壁ＲＣ主管で開催されます。テー

ブルにプログラムを置いておきましたので、多数の参加

宜しくお願い致します。 

1．第 100 回ＲＩバーミンガム国際大会の案内が届いてお

ります。期日は 6 月 19～24 日です。 

 参加希望の方は、私の方まで申し出て下さい。資料をお

渡し致します。 

1． 地区大会の案内が届いております。 

記念ゴルフ大会は 4 月 6 日千代田カントリークラブで

す。申込書は同好会の方へまわしておきます。 

地区大会は 4 月 11 日（土）12 日（日）の 2 日間 

1．ロータリー囲碁同好会より 

 ロータリー神戸国際囲碁大会の案内が届いております。 

期日は、3 月 7 日・8 日の両日です。 

希望の方は私まで申し出て下さい。 

1．川島小よりハローワールドの先生方へ生徒たちから礼

状が届いております。新世代の方へお渡ししておきます。 

 

 

 

 

 

 

 

1．ガールスカウト茨城県第 28 団相長団長より、発団 25

周年記念「みんなのコンサート」の案内が届いておりま

す。期日は、2 月 15 日 場所はペアーノです。 

1．岩瀬ＲＣより会報受理。 

1．日本赤十字社茨城県支部より岩手内陸地震義援金の領

収書 51,610 円が届いております。 

1．米山奨学会より申告用領収書が届いております。 

1．次年度ガバナー事務所より挨拶状が届いております。 

卓話      石岡酒造 冷水豊国社長 

 1.世界・日本・茨城の酒類情報 

世界的にナショナルドリンクは

昭和48年をピークに減少してい

る。 

2.石岡市・石岡酒造の歴史 

石岡はお祭りとお酒の町であり

土浦は醤油の町である。 

石岡は筑波山の伏流水で水が良

いことと霞ヶ浦と利根川の水運

で発展した。 

3.酒類の分類 

 ・原料からみた酒類の分類 

   果実（ぶどう酒）・・・糖分→アルコール 

   穀物（ビール）・・・でんぷん（麹や麦芽を加える）

→糖分→アルコール 

   穀物（清酒）・・・でんぷん（酵母を加える）→糖

分→アルコール 

 ・製造方法からみた酒類の分類 

   単発行、複発酵、並行複発酵 

4.製造 

 ・酒造好適米 

   山田錦、雄町、五百万石、美山錦、ひたち錦等 

5.日本酒の違い 

 ・吟醸酒 

  精米歩合60％以下の白米、米麹及び水、又はこれら

と醸造アルコールを原料とし、吟味して製造した清酒

で固有の香味及び色沢が良好なもの。 

 

 

本日のプログラム 

●新入会員卓話   三代徳夫会員 

 

次週のプログラム 

●２月１５日  ＩＭ 

     桜川市真壁福祉センター 

RRoottaarryy   IInntteerrnnaatt ii oonnaall   DDiiss ttrr ii cctt   22882200   

SSHHIIMMOODDAATTEE  RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  WWEEEEKKLLYY  RREEPPOORRTT  22000088～～22000099  

ＲＩ会長 李 東建 ＲＩテーマ 夢をかたちに／Make Dreams Real 
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 ・純米酒 

   白米、米麹及び水を原料として製造した清酒で香味

及び色沢が良好なもの。 

 ・本醸造酒 

   精米歩合70％以下の白米、米麹、醸造アルコール及

び水を原料とし製造した清酒で香味及び色沢が良好

なもの。 

 6.飲み方 

  高い酒は原価が高いからで、美味しいかまずいかはそ

の人の好みであるので高いからといって美味しいとは

一概に言えない。香りの高い酒はそのまま冷で、香り

のあまりない酒は吟醸でもお燗しても良い。生酒と書

いてある酒はお燗はしないことである。 

 

SMILE BOX      細谷貢 委員長 

荒川 洋一  冷水豊国様、山本進様の御来訪を歓迎して。

今日は宜しくお願い致します。 

中里 泰久  冷水豊国様本日の卓話よろしくお願いし

ます。山本様ようこそおいで下さいました。 

瀧田 昌甫  国際奉仕支援スタッフ山本さん本日はお

忙しい所例会に出席頂き有り難うござい

ます。下館ＲＣ50 周年記念事業ネパール

水保全宜しくお願いします。 

冷水さん卓話楽しみにしています。 

新井 和雄  地区国際奉仕支援スタッフ、山本進様の来

訪を記念して。 

関谷 徹   今月もニューモラルを配布させていただ

きます。 

百目鬼 博行 所用があり早退させていただきます。 

プログラム委員会 永盛武・日向野陽・白井信行 

       冷水豊国様の卓話を記念して。 

感謝と奉仕  田中忍・大林稔・新井雅勝・大関幸政 

中丸健・新井利平・永盛武・早川誠二 

細谷貢 

 

本日の合計 ￥ 35,000 円   累計 ￥ 989,000 円 

 

 

出席報告        諏訪哲也 委員長 

例会日 会員数 出 席 欠 席 病 欠 免 除 

1/28 56 49 0 0 6 

 

 

メークアップ 

1 月 21 日 下館ＲＡＣ 

      川連秀典・溝口明洋・鈴木光則・小林一彦 

荒川洋一・中里泰久 

 

1 月 22 日 下妻ＲＣ 

 荒川洋一・中里泰久 

 

 

1 月 24 日 地区米山奨学委員会 

      永盛宣也 

 

1 月 25 日 地区米山奨学委員会 

 永盛宣也 

 

1月26日 みんなで地球温暖化を防止しよう 実行委員会 

           荒川洋一・中里泰久・渡辺進・加藤昌美 

瀧田昌甫・大林稔・羽田節子・早瀬浩一 

小薬拓巳・司代隆之 

 

講演会（2月 1日） 

「みんなで地球温暖化を防止しよう」 

 

 

 

 

アクトコーナー 

・２月第１例会のご案内 

日付：２月１１日（水）移動例会 

場所：下館ダンス教室 

内容：「社交ダンス」 

若いアクターと、社交ダンスで体をほぐしてみてはいか 

がですか？お待ちしております。 

 

欠席の場合は、ダイヤモンドホール(TEL 28-8511)

へ午前 10時迄に必ず電話下さい。 

会長/荒川洋一  会長エレクト/奥沢裕二  幹事/中里泰久   会報委員長/司代隆之 副委員長/鴨志田寿夫 委員/増渕文夫、小島ゆり 


