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ROTARYCLUB OF YOKOHAMA-KONAN-DISTRICT 2590R.I
国際ロータリー第２５９０地区・第５グループ

横浜港南ロータリークラブ
◎例会⽇／毎週⽔曜⽇ ◎例会場／京急百貨店 10F バンケットルーム「リバージュ」
◎事務所／〒233-0002 横浜市港南区上⼤岡⻄ 1-13-23 ﾀｳﾝｻｲﾄ 41-302 号
◎会⻑／佐々部 宣宏 ◎副会⻑／宮下 賢

会員数

出席者数

25(2)名

19(1)名

（

横尾博之委員
「君が代」 「我らの生業」
PC にて
なし
なし
山根健輔委員
出席率 前回
修正率
79.2％
―

TEL045（846）5111・FAX045（846）5129

◎幹事／松村 壮⼀郎 ◎会報委員⻑／上杉 順⼀

第 2250 号 横浜港南ロータリークラブ会報
2022 年 10 月 5 日（水） 第 2494 回例会報告
◎司 会
◎ロータリーソング
◎ソングリーダー
◎ゲスト
◎ビジター
◎出席報告

045（848）1111

前月
平均率
77.1％

）内は出席免除会員

◎会長報告
佐々部宣宏会長
１．一時のようなパニック的なバッシングや行政
批判も影を潜めてコロナ対応も落ち着きを見せ
ています。マスクも屋外では原則不要になりまし
た。１０月からは外国人の個人旅行の規制も撤
廃されました。日本も徐々にではありますが欧米
並みのコロナ対応になっています。港南ロータリ
ークラブも社会情勢の変化に合わせてコロナ対
応を変えていきたいと思います。ロータリーソン
グは 10 月 19 日の例会から、従来通りに実施す
る事を理事会で確認しました。（マスク着用でお
願いします。）食事時のパーティションについては
京急百貨店の基準に従いますが、可能であれば
撤去したいと思います。横浜南ロータリーや港南
台ロータリーは座席配置が対面にならないように
していますが、パーティションは使っていません。

２．ＲＬＩ（ロータリーリーダーシップ研究会）パート
Ⅱ開催のお知らせです。私は昨年、リモートの研
修会に参加しました。コロナ禍でこの数年はあら
ゆる行事が自粛という時期もあり、ここ数年の間
に入会した方は、ロータリーについて色々と疑問
もあると思います。是非この機会にＲＬＩに参加さ
れてロータリーへの見識を深めて頂きたいと思い
ます。今日配布した案内書の QR コードから簡単
に申し込み出来ますので、一人でも多くの会員
の参加をお願いします。
◎幹事報告
松村壮一郎幹事
10 月理事会における議決事項の報告
１．報告事項
◆2022 年 12 月の最終例会を 12 月 14 日（水）
クリスマス例会とするか 12 月 21 日（水）例会とす
るか検討した結果、慣例ではクリスマス家族例会
を年内最終回としていたので、12 月 21 日（水）は
休会することとした。また、11 月 11 日（金）12 日
（土）地区大会をもって例会とし、通常例会を休
会するか審議した結果、翌週は、勤労感謝の日
休会、その後も 5 週目水曜日は定款 5 条 1 節休
会となるため、地区大会による休会は設けませ
ん。
◆卓話予定者の都合で外部卓話者をお願いす
る場合、謝金は依頼会員の負担となりますが、
外部卓話者の食事の用意（費用負担）について
検討した結果、食事費は会が支出することになり
ました。
◆川崎ＲＣ地区補助金事業「世界子供絵手紙
展」協力依頼について、社会奉仕委員会を中心

として継続して調整および事業支援します。
◆例会卓話の配信について、アカウント管理責
任者と担当委員会について意見交換した結果、
YouTube アカウントは、該当年度会長幹事で管
理し引き継ぐこと、ならびに撮影とアップは、会報
委員会を中心として実施することになりました。
◆今年も、赤い羽根をシンボルとする共同募金
活動が 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間で
はじまりました。当クラブは、10 月 19 日（水）から
募金箱を設け寄付金の受け入れを始めます。
どうぞご協力ください。募金箱設置期間は募金の
状況により変更もありえますが、概ね 11 月 16 日
（水）例会までとお考え下さい。
２．その他
◆米山梅吉記念館研修旅行では、記念館学芸
員の方による解説があるため、解説前の飲酒は
控えてください。また、宮島会員からの御差し入
れを受け、会からも計５、０００円程度でつまみを
用意することにしました。楽しい研修になりますよ
うに。
◆会報編集者様より、データ保管用品の購入依
頼があり、今回依頼の HDD の購入費支出を認め
ることにしました。
◎委員会報告
親睦委員会

根本会員の誕生祝いです。

青柳民朗委員

◎イニシエーションスピーチ

山根健輔会員

『今さら聞けない「日本酒」の話』
普段、皆さんも日本酒を飲む機会や日本酒に
関係する用語を耳にすることがあると思います
が、詳しい内容や意味がわからないものもある
のではないでしょうか？例えば「純米大吟醸」は
いいお酒だということはわかっても、具体的にど
ういうお酒のことをいうのか？や、あたためた日
本酒を「熱燗」とか「ぬる燗」といいますが、その
差は何なのか？など、基本的なことのようで、言
われてみればよくわかっていないことを簡単に
説明したいと思います。詳しい方には退屈な内
容かもしれませんが、再確認の意味合いで聞い
ていただければと思います。
まず、そもそも日本酒とはどんなお酒かというと、
ちゃんと定義があります。「必ず米、米麹を使用
する」「必ず漉す（こす）」「アルコール分が 22 度
未満のもの」という 3 点です。この米麹とは、米
そのままではアルコール発酵は起きないので、
米のデンプン質を糖分に分解させるために米に
麹菌というカビを繁殖させたものをいいます。ま
た、「漉す」というのは、いわゆる濾過することで
はなく、液体と酒粕と呼ばれる固体に分離するこ
とをいいます。「どぶろく」というお酒があります
が、あれは漉す作業を行わないので日本酒を名
乗れず、「その他の醸造酒」や「濁酒（だくしゅ）」
という分類をされます。
ちなみに今月１日は日本酒の日でした。これは
１０月が米の収穫時期で酒造りが始まる季節で
あることと、酒の漢字の旁である酉が十二支の
１０番目であることなどから、昭和５３年に制定さ
れたそうです。

次に日本酒の種類についてです。「純米酒」
「純米吟醸」「純米大吟醸」などという日本酒の
種類を耳にしたことがあると思いますが、それぞ
れどういうお酒なのか説明していきます。

代は、燗酒以外は全て「冷や」と呼んでいたそう
ですが、冷蔵庫が普及して 10℃以下に冷やした
ものを「冷酒」と呼び、冷蔵庫に入れず常温に近
いものを「冷や」と呼ぶことが増えてきたそうです。

もともと日本酒の種類は、昭和１８年から平成
４年まで「級別制度」というものにより、特級、一
級、二級と区分されていました。しかしこれは品
質による区分というよりは、納める酒税の違いで
定められたようなもので、使用する原料や精米
と呼ばれる米の表面を削り取る割合で区分する
「特定名称酒」という基準が平成元年に設けられ、
段階的に移行していきました。
原料に米と米麹だけを使用した日本酒を「純米
酒」と呼び、香味調整とコストの軽減などを目的
に、醸造アルコールといわれるトウモロコシなど
を原料として甲類焼酎と同じ製法で造られた蒸
留酒を添加した日本酒と区分されます。醸造ア
ルコールを添加した日本酒を「本醸造グループ」
に区分していますが、実は市場に出回っている
日本酒の約 80％がこれにあたります。
精米とは、玄米の表面部分に含まれるタンパク
質や脂質を削り取ることで雑味を少なくする作業
のことで、削った後に残った部分の割合を示した
ものが「精米歩合」です。一般的に削りが少ない
（％が高い）ものは味わいが濃厚、削りが多い
（％が低い）ものは淡麗になると言われています。
一時期ブームになった獺祭の「純米大吟醸磨き
二割三分」という銘柄がありますが、これは使用
する米を 77％も削り落としている贅沢なお酒と
いうことになります。これらの基準により、８種類
に分けられています。
ひとつわかりにくいのは、特別純米酒と純米吟
醸酒、特別本醸造酒と吟醸酒はそれぞれ同じ区
分の中で名称が違うことで、果実や花のような
香りがするように造られたものに純米吟醸酒や
吟醸酒、そうでないものに特別純米酒や特別本
醸造酒とつけることが多いようです。
結局、条件さえ満たしていればどちらでも名乗
れ、中には精米歩合が 50％以下なのに純米酒
や純米吟醸を名乗る日本酒もあります。
続いて温度による表現ですが、よく混同されて
いるのが「冷酒」と「冷や」です。冷蔵庫がない時

また温めた日本酒を「熱燗」と呼びがちですが、
本来の「熱燗」は 50℃程度に温めた日本酒のこ
とをいいます。「ぬる燗」も同じように、ぬるめに
温めた日本酒はすべて「ぬる燗」ではなく、実は
表のような区分けがあります。
最後はよく耳にする日本酒の用語について説
明したいと思います。この時期ですと「ひやおろ
し」と表記されている日本酒がありますが、これ
は一般的に、春先に出来上がった酒を半年ほど
蔵内で熟成させ、９～１０月頃にリリースするお
酒をいいます。「ひや」は生の事を指し、通常 2
回行う「火入れ」と呼ばれる低温加熱殺菌を貯
蔵前の一度しか行わず生詰めすることからきて
おり、「おろし」は出荷することが語源とされ、別
に「秋あがり」などと呼ばれることもあります。
また先ほどの温度表現にあった常温を意味する
「冷や」の状態で卸すことから「ひやおろし」と呼
ばれるようになったとも言われています。 「ひや
おろし」は半年ほど熟成しているので、飲み口は
まろやかで深い味わいになっているものが多い
と思います。
あとは私も好きな「無濾過生原酒」というお酒
ですが、脱色や香味の調整、異臭の除去を目的
とした「濾過」を行わず、低温加熱殺菌を目的と
する「火入れ」も行わず（生酒）、香味バランスや
アルコール度の調整をするための加水を行わな
い（原酒）という製法を組み合わせたものを指し
ており、フルーティーかつふくよかでまろやかな
飲み口で、はっきりした甘味と酸味を持っている
お酒が多いといわれています。
おまけで、私が持っている日本酒検定２級の
過去の試験問題の一部をご紹介しますが、日本
酒に関わる歴史を覚えたり、料理に合う日本酒
を選ぶために郷土料理を覚えたり、飲酒による
事件や事故を防ぐための知識を覚えたりと幅広
い知識が必要とされています。
まとめになりますが、高い日本酒＝おいしいと
は限りませんし、話題になっている日本酒が自

分に合っているとも限りません。今日は色々細
かいことを申し上げましたが、日本酒を楽しむた
めに大事なのは、「自分がおいしいと思う日本
酒」を「おいしい料理と一緒に」「楽しく飲む」こと
だと思いますので、色々な日本酒を気軽に楽し
んでいただければと思います。
◎ニコニコボックス
青柳民朗委員
佐々部会長
山根会員の日本酒の卓話、とても楽しみです。
YouTube にもアップしますので、皆さんよろしく
お願いします。
松村幹事
秋といえば…食欲ですね。ベストマッチの日本酒
について勉強させてください。本日の卓話者様の
お話を楽しみにしています。
青柳会員 淺井会員 上杉会員 坂巻会員
櫻井会員 高栁会員 平山会員 横尾会員
本日の卓話者様のお話を楽しみにしています。
海野会員
今日、明日で 10℃以上気温が下がるそうです。
体調管理ご注意下さい。本日の卓話者様のお話
を楽しみにしています。
大井会員
大変遅くなりましたが、前年度の会計報告をいた
します。遅くなって申し訳ありません。
根本会員
本日の卓話者様のお話を楽しみにしています。
会員誕生祝いをありがとうございました。
福嶋会員
山根さんのお酒の話、楽しみです。
宮下会員
今日は早退します。山根さんの卓話、YouTube で
拝見します。
（同じ内容の方はまとめて掲載）
ニコニコボックス本日合計
ニコニコボックス累計

17,000 円
281,000 円

◎米山チャリティボックス
宮下賢委員
佐々部会長 大井会員 坂巻会員 櫻井会員
高栁会員 宮下会員
6名
米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計

9,000 円

米山チャリティボックス累計

89,000 円

◎Ｒ財団
宮下賢委員
佐々部会長 大井会員 坂巻会員 櫻井会員
根本会員 宮下会員
6名
Ｒ財団本日合計
Ｒ財団累計

6,000 円
28,000 円

◎次週の予定：
１０月１２日（水）米山梅吉記念館訪問です。
集合時間厳守でお願いします。
◎会報

上杉順一委員長

