
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2175 横浜港南ロータリークラブ週報 
2019．10．16．[水] 第 2414回例会報告 

 

◎司 会                石坂ＳAA委員 

◎ロータリーソング           『奉仕の理想』 

◎ソングリーダー            笠原合唱委員 

◎ゲスト   川松屋代表取締役 川松正孝様  

          （横浜ロータリークラブ） 

◎出席報告            阿曽出席委員長 

会 員 数 

                    

出 席 者     

数                     

出席率 前回 

修正率 

前月 

平均率 

36(7)名 29(5 )名 86.1% 75.0%  87.2% 

（  ）内は出席免除会員数 

 

◎ 会長報告  

① 海野会員のご尊父様がご逝去されましたので、お

香典をお渡しします。 

『海野会員より』 

残念ですが、父は 98 歳で亡くなりました。母は 93

歳なので、記録を塗り替えて欲しいと思います。本

日は有難うございました。 

② １１月２日港南区制５０周年及び記念イベントに、社

会奉仕委員会主催のブースが出展します。横尾委

員と上杉委員は本日３時から『港南区役所』にてイ

ベントの事前打ち合わせがありますので宜しくお願

い致します。 

③ １１月２日のボルダリング共催イベントについて、チ

ラシの配布にご協力頂ける方はお知らせください。 

④ 当クラブ創立５０周年記念式典のお礼のキャラバン

に尾形幹事と共に行って参ります。 

９月２８日 横浜南ＲＣ 

１０月 1日 横浜南央ＲＣ 

１０日 横浜南陵ＲＣ 

１１日 横浜港南台ＲＣ 

⑤ １０月１８日海野会員と共に、旅行時の打ち合わせ

の為、三浦市長を表敬訪問致します。 

⑥ １０月２０日(日)あすなろ杯サッカー大会の開会式

に出席致します。 

 

◎ 幹事報告            

① 台風１９号の被害に遭われた方に謹んでお見舞い

申し上げます。ガバナー補佐より被害状況につい

て報告依頼がありましたので、当クラブは被害なし

と連絡致します。 

② １０月９日の理事会報告を致します。 

・  １１月２日のこうなん子どもゆめワールドについて、

たくさんの会員の方にお手伝いをお願いします。 



・  今回、セブＲＣの方々の接待費用は、天野国際奉

仕委員長はじめかかわった会員の皆さんに立て

替えて頂いておりましたが、創立５０周年時の費用

より約２０万を充填させて頂くことが承認されまし

た。 

・  第５グループ合同例会開催について、目的につい

てはまだ見えない部分があるので明確化してもら

えるよう条件をつけて開催に同意することが決まり

ました。 

 

◎ 委員会報告  

① ボルダリング共催イベント          高栁委員 

１１月２日にボルダリングの体験イベントを行いま

すが、その広告を１０月１７日と３１日のタウンニュ

ースに全面広告を出します。ご確認頂き、是非周り

の方へ広めて下さい。 

② 親睦委員会                 青柳委員長 

１１月１３日～１４日はバスで三浦の城ヶ島へ親睦

旅行に参ります。１３日は三浦市長による卓話があ

ります。宿泊場所は海が目の前で、ホテル最上階

を予約しています。日帰りでも大丈夫なので、是非、

多くの皆さんのご参加をお待ちしております。 

③ 米山記念奨学委員会           坂巻委員長 

本日例会終了後、米山奨学生のショウ君の担当教

授を訪問し、ショウ君の日常の勉強等について伺

ってまいります。 

④ 親睦委員会                小後摩委員 

＊ 配偶者誕生日祝 

高栁未玲様(１日)・宮下直子様（１３日） 

飯島久美子様（１５日） 

 

◎ 海野会員より川松正孝様のご紹介 

川松様は醸造学や発酵学を東京農業大学大学院で学

ばれました。国税庁でお酒類の研究をされて、川松屋

の本業もありますが、放送大学・専門学校で教える立

場でもあります。お酒に興味のある方が多いと思いま

すので、どうぞよろしくお願い致します。 

 

◎ 『発酵食品の魅力とお酒の楽しみ方』 

      川松屋代表取締役  川松正孝様 

 

 

 

 

 

 

 

 今日は毎日の生活に欠かすことのできない発酵食品

とお酒について、お配りしたレジュメに沿ってお話させ

て頂きます。 

今、なぜ発酵食品が注目されているのかというと、昭

和から平成にかけて食は変化しました。飽食の時代・

食の欧米化・便利な社会。この時に生まれた言葉は、

『生活習慣病』です。この生活習慣病の源は食です。 

毎日食べている『食』とは何でしょうか。『食』とは人にと

って良いと書きます。私達は水分をとりながら食事をと

ります。今、注目されているのは和食です。和食は脂肪

が少なく、カロリーが低い、胃に優しい、消化が良い、

ヘルシー、そして旬の味を楽しめるのです。和食の味を

構成しているのは、発酵食品とだしなのです。今日はだ

しの話は出来ませんので、発酵食品についてお話して

いきます。 

発酵食品はたくさんありますが、それぞれ菌が全部

違います。酒・味噌・しょうゆ・酢・みりんはどこの家庭に

も身近にあります。チーズに味噌をのせたりすると、と

ても美味しいです。洋と和のバランスを考えると、理屈

があります。その理屈は化学です。今日は時間がない

ので、その化学についてはお話出来ませんが、お味噌

や醤油は広い範囲で使えます。これは麹菌と酵母菌と

乳酸の 3 つの菌が関わってくるので味が深いのです。

油との相性も良いです。 甘酒は米と米麹と６０度のお

湯(１０～１２時間)で作ります。糖分・ビタミン・アミノ酸が

含まれているので、甘酒は飲む点滴と言われています。  

ヨーグルトは乳酸菌で作りますが、その乳酸菌は何千

種類もあるのです。お店に並んでいるヨーグルトの菌は

全部違います。Ｒ－１菌はインフルエンザや風邪に抵

抗してくれます。Ｌ－９２菌は花粉症。ＬＧ－２１菌はピロ



リ菌。毎日同じヨーグルトを食べている方は、たまに変

えてみると良いのです。ただ、その菌がご自身に合うか

どうかは食べてみないとわかりません。おなかが緩くな

るようなら、その菌はあまり合わないのかも知れません。

チーズは乳酸菌。納豆は納豆菌。ぬか漬け・キムチの

漬物関係も乳酸菌です。ヨーグルトは動物性の乳酸菌

です。漬物は植物性の乳酸菌なので、種類は違います。

ぬか漬にはビタミンやミネラルや脂質など、栄養が野菜

に加わりとても良いのです。くさやは最近びんに入って

売られています。軽くあぶると、日本酒に合います。な

れ寿司を食べると最初は臭いです。日本酒をさっと飲

むと消えます。その現象は化学なのです。微生物で作

られたものは、微生物がどのようなプロセスで味を作っ

ているのかということです。菌は何万何千あります。 

麹菌や乳酸菌というのは表向きの名前で、本当は『リュ

ーコノストック』等の学名が付いています。 

削るかつおぶしについている粉はカビです。とってはい

けません。かつおは動物性たんぱく質があります。それ

がカビ菌によって分解されて、イノシン酸という美味しい

物質が出来ます。かつおには油があります。かつおぶ

しをひいても油は出ません。油はどこへ行ったのかとい

うと、カビが食べておいしい物質に変えているのです。

このように私たちの生活と発酵食品にはつながりがあ

ります。発酵食品は微生物の力がそのものより更に美

味しくしてくれます。微生物が美味しくしてくれて、栄養

価が上がっているので、分解してくれるのです。そして、

発酵食品は飽きないので、二日酔いで頭が痛くても夕

方になると酒を飲みます。毎日味噌汁を飲んでも飽き

ないのです。それぞれ独特な香りがしますが、これは微

生物の力です。私達の生活と微生物とはいろいろな関

係があります。発酵食品という良い食べ物を食べてい

るからこそ、体は健康を保つことが出来ているのです。

その為には腸が大事です。腸内フローラという言葉が

あります。大腸には千種類１００兆個の常在菌が存在し

ます。 

善玉菌・悪玉菌・日和見菌が２；１；７で、皆さんの腸の

中に存在します。悪玉菌もいなければだめですが増え

てはだめです。便秘になった時、腸で悪玉菌が増えて

毒素を作り、血液を回って体を分解します。だから体調

を崩します。善玉菌は、日和見菌とはグレーゾーンなの

で、如何に善玉菌の方にもって来るのかが大事です。

これにはいろいろな発酵食品を食べることです。そして、

食物繊維の物を食べることです。そして、緑黄色野菜を

取ることです。抗酸化力があるものを食べると良いので

す。これらを心がけてください。よく『発酵食品は私たち

の腸へ届きますか』と言われますが、私達の胃は酸性

が高いので殆どの菌は死にます。その死んだ残骸は腸

に行き、善玉菌の餌になります。そのまま腸に行く菌が

少しはあるかもしれません。発酵物を食べてください。

そうすると腸のバランスが良くなります。私達は自分自

身で体のバランスを取ることが大事です。そうするとお

酒も美味しいのです。お酒を美味しく飲むには温度が

大事です。赤ワインは常温で、白ワインは冷やしての

みます。赤ワインを冷やして飲むと舌に苦みが残ります。

１５分ほどたってから飲むと、先ほどのえぐい味はなく

なります。ワインの成分は温度によって変わるのです。

お店で日本酒を冷でと言いますが、これは冷蔵庫から

出して注いだ冷たいもの、これを『冷たくて、美味しい』

と言いますが、単に冷たい酒と、冷の酒とは違います。

冷とは常温から少し低い１０～１２度くらいです。今日か

ら日本酒を飲む場合は温度に気を付けてください。ワイ

ンは４００種類くらい。日本酒は５００～６００種類くらい

の成分が入っているので、その成分によって味わいが

違ってきます。大吟醸でも香りがあって、優しくて、甘み

があるものは冷で良いです。香りが少なく、味わいがあ

って、深みのあるお酒は常温から少しお燗の３８度くら

い。何でも冷たいというわけではないのです。 

 秋の夜長は燗酒が良いです。電子レンジより湯せん

の方が良いです。温度が上がったら火を止めます。 

少ししてからとっくりを入れて、少ししてとっくりを握って

熱いかなと思うくらいで飲んで頂く。お燗は難しいので

す。昔は飲む人の様子に合わせてくれるお燗番さんが

神楽坂にいました。これからの時期は美味しく飲んで頂

きたいと思います。お酒を飲む量はご自分で決めてくだ

さい。しかし、私たちの体にはアルコールを分解する能

力があります。１時間に７ｇです。例えば、ビール中瓶 



５００、日本酒１合、ワイン１．５杯、ウイスキーＷ１杯、

これの一つが大体２５ｇくらいです。ビール１本飲むと、

２２ｇ～２５ｇなので３～４時間位掛かります。せいぜい

飲んで良いのは２単位です。ビール１本と日本酒１合く

らいなら良いでしょう。出来れば缶ビール５００位で止め

られる方が良いでしょう。これが私たちの肝臓の分解能

力です。肝臓で分解する時に必要なのは水です。お茶

ではなく、水を飲んで下さい。このようにお酒を飲みな

がら楽しい食事をとり、秋の夜長を楽しんでください。今

日はありがとうございました。 

 

◎ ニコニコボックス       小後摩親睦委員 

横浜ロータリークラブ 川松正孝様 

  本日卓話をさせて頂きます。 

  よろしくお願い申し上げます。 

根本会長 

  川松様ようこそいらっしゃいました。お酒大好きで

す。特に焼酎は年間３００日飲んでいます。 

  先週は会員入会記念日祝を頂きましてありがとう

ございました。 

尾形幹事 

  先月の台風で被災に合われた皆様、謹んでお見

舞い申し上げます。 

高栁会員 

  川松様の卓話を楽しみにしております。 

  配偶者誕生日祝を頂きまして有難うございます。 

  １０月１７日のタウンニュースにボルダリングイベ

ントの広告が掲載されます。ご覧ください。 

飯島会員 

  配偶者誕生日祝を頂きまして有難うございます。 

宮下会員 

  川松様ようこそいらっしゃいました。 

  配偶者誕生日祝を頂きまして有難うございます。 

本日早退させて頂きます。 

海野会員 

  父が９８歳で亡くなりました。お気遣いありがとう

ございます。母は９３歳です。１００歳を目指しま

す。 

高森会員 

  本日は横浜市交通安全第２ブロック研修会の当

番の為に早退します。 

  １１月２日こうなん子どもゆめワールドに社会奉仕

委員会より、横尾会員・上杉会員に３時から説明

会の為、区役所に出席して頂きます。 

大井会員 

  川松様ようこそいらっしゃいました。 

  港南区制５０周年は各保育園の地域子育て支援

事業でも実施しています。今日の午前中子育て

サロンを開催しましたが、スタンプラリーでお祝い

しています。 

佐々部会員 

  本日例会終了後に坂巻会員と米山奨学生のショ

ウ君の指導教官にお会いして来ます。 

坂巻会員 

  川松様ようこそいらっしゃいました。 

  皆様台風被害はいかがでしたか。小さなことでも

代理店さんに相談してみてください。 

櫻井会員 

  川松様ようこそいらっしゃいました。 

先週休んでネクタイ着用をうっかり忘れました。 

ニガニガです。 

平山会員 

  横浜ロータリークラブ川松様ようこそいらっしゃい

ました。 

  台風１９号の被災者の方々に応援できればと思

います。 

小後摩会員 青柳会員 天野会員 宮島会員 

山野井会員 西山会員 上杉会員 福嶋(昭)会員 

橋 浦 会 員   

  弘明寺『川松屋』川松正孝様、本日の卓話ありが

とうございます。よろしくお願い申し上げます。 

  ニコニコボックス本日合計 ５７，０００円 

ニコニコボックス 累 計   ４６３，０００円 

 

◎ 米山チャリティボックス  

             坂巻米山記念奨学委員長 

上 杉 会 員  坂 巻 会 員  佐々部会員  

根 本 会 員  橋 浦 会 員  宮 下 会 員  ６名 

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計 ６，０００円 

米山チャリティボックス累計 ３６０，０００円 

 

◎ 次週の予定 

１０月２３日(水)   

１１月２日港南区区制５０周年式典確認会 

◎ 会報               笠原会報委員 


