
幹事　中村　徳裕君
１．国際ロータリー
ROTARY  WORLD 第3号届いています。

２．国際ロータリー、コミュニケーション部　
事務総長補佐・ゼネラル・マネージャー

Kathleen Ａ. Kessenich
世界公共イメージ推進キャンペーン第三弾
「人類のために活動します蠶」
ディスク4枚　テレビ用、ラジオ用、屋外
広告用の広報材料が届いています。

３．RI国際大会　電子会報
第90回国際ロータリー年次大会
米国カリフォルニア州ロサンゼルス
国際大会ご案内
ロータリアンのスター、全員集合！
2008年6月15日～18日

４．第2740地区ガバナー　野口　　清君
国際ロータリー年次大会

2008年6月15日豸～6月18日貉
第1回ご参加者説明会のご案内
〈佐世保地区〉
日時／平成20年2月26日貂　17:00～18:00
場所／JAながさき　西海ホール
（参加ご希望の方は2月21日貅　12:00迄、
当事務局へご連絡ください）
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会長　大神　邦明君
みなさん今晩は。私、初めての夜の例会出
席になります。前回はさぼりまして申し訳あ
りませんでした。安福パスト会長から「おま
え覚悟しろ」ということで、来週は私が卓話
をする事になりました。来週もよろしくお願
いします。
今日は早く終われということで、短めの挨
拶となります。今日は本当に春日和になりま
したが、朝夕はやっぱり冷え込みます。もう
すぐあたご山のお祭り、そのあとなぜか佐世
保は暖かくなります。
今日はご覧のようにお酒がいっぱいならん
でいます。佐世保東ロータリークラブパスト
会長でもある地元の酒蔵、梅ヶ枝酒造の長野
会長をお招きして「日本酒の魅力」というこ
とで、お話をいただく事になっています。ど
うぞお食事は卓話・試飲会のあとでお願いい
たします。7時30分、例会終了なので、8時に
は夜のとばりもおり、夜の街があきます。例
会のあとはゆっくり佐世保経済のためにあち
こちと寄って帰っていただきたいと思います。

○ロータリーソング「我らの生業」
○卓話者
梅ヶ枝酒造　会長　長野　公道様
○ゲスト
米山奨学生　林
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会　長　挨　拶

2007～2008年度テーマ ROTARY SHARES　― ロータリーは分かちあいの心 ― 
2007～2008年度  R.I.会長 ウィルフリッド J. ウィルキンソン 
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森　　信正君、安井　　浩君
金氏嘉一郎君、山縣　義道君
安福鴻之助君、池田　　豊君
長野公道さんの卓話に期待しております。

原口　増穂君
私事で恐縮ですが、このたび息子が、小生
の母校でもある長崎大学医学部に合格しまし
た。内祝いということでニコニコします。

藤井　　隆君
5週連続して公務の為ホームクラブを欠席

しました。首を洗って出てきましたが、未だ
籍が残っていて一安心しました。

『日本酒の魅力』

梅ヶ枝酒造㈱代表取締役会長
長野　公道様（佐世保東RC）

酒は文化の源泉です。日本の
清酒にはじまり、中国の老酒、フランスのワ
イン、イギリスのウイスキー、ドイツのビー
ル、ソ連のウォッカなど、その国独特の特産
であり、その民族の誇りであります。酒を持
たない民族は、エスキモーやアフリカのピグ
ミー、北米インディアンなどです。
日本酒は日本の気候風土の中で長い年月を
かけて試行錯誤と創意工夫がなされ、現在の
形にたどり着きました。まさに代表的な日本
文化の一つであります。
酒が百薬の長というのは実に2,000年も前

から言い伝えられています。おいしいだけで
なく、日本酒には各種アミノ酸や有機酸、ビ

５．地区米山記念奨学会委員長
北郷　雅子さん（長崎出島RC）

米山奨学生終了式及び歓送会のご案内

日時／平成20年3月2日豸
11:00～12:00 終了式
12:00～14:00 歓送会

場所／長崎 花月（長崎市丸山町）

６．佐世保中央ロータリークラブ
会長　牛島　義亮君

社会奉仕委員長　井上　　亮君
障害者優良雇用事業所及び優良勤労障害者

表彰式のご案内

日時／2008年3月13日貅　18:30～19:30
例会・食事　18:30～
表彰式　　　19:00～19:30

会場／セントラルホテル佐世保

７．佐世保北ロータリークラブ
「ＩＭ速報」を佐世保北RCホームページ

に掲載のお知らせ

http：//www.sasebonorth.org

親睦活動委員会　幸良　秋夫君

佐世保東RC 長野　公道君
今日はお世話になります。よろしくお願い
します。

大神　邦明会長、梅村　良輔副会長
中村　徳裕幹事、有薗　良太副幹事
福田　金治君　
佐世保東RCパスト会長・梅ヶ枝酒造株式

会社 代表取締役会長　長野公道様の卓話に
期待してニコニコします。

西村正一郎君
本日卓話の長野会長には県北地酒同好会で
お世話になっています。今日はしぼり立ての
新酒を頂きます。ありがとうございました。
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ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 21,000円

累　　計 622,000円

◇

卓　　話
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タミンなど百種以上の微量物質が含まれてい
て、それが健康や美容、料理等に利用されて
います。いまや海外でもヘルシーということ
で日本食とともに世界に広がりつつあるとこ
ろです。
お酒はすべて、糖と酵母の醗酵作用で出来
るわけですが、日本酒のできる原理は、米の
でんぷんが麹の糖化作用で糖化され、その糖
を酵母菌が食べることによってアルコールが
発生してできあがります。その糖化と醗酵が
タンクの中で同時に行われるのでこの発酵方
法を平行複醗酵といいます。
ちなみに、ワインの場合は、もうすでに

葡萄の中に糖がありますので酵母で醗酵す
るだけで出来あがります。これを単醗酵と
いいます。またビールは、糖化は糖化、醗
酵は醗酵と分けてなされるので単行糖化醗
酵といいます。
奈良、飛鳥の時代、口噛み酒といいまして、
米などの穀物を口で噛んでつぼに吐きため、
それに自然の中の酵母菌が付着して醗酵が進

み、できたお酒を神様に供えていました。口
の中で噛むことにより米のでんぷんが唾液の
アミラーゼで糖に分解され、その糖に大気中
の酵母菌が付着して醗酵してお酒になったわ
けです。
日本酒は冷やでも燗でもおいしくいただけ
ます。
お燗の燗という字は火へんに間と書きま

す。即ち0度から100度の中間、50度くらいを
中心として熱燗、ぬる燗に分かれます。
燗酒を出すときの気配りですが、最初はぬ
る燗で出し、徐々に温度を上げていくのが上
手なもてなし方です。飛び切り燗はホーキを
逆さに立てるのと同じ、早く帰ってくれとい
う意味がこめられています。
味覚と温度の関係ですが、甘味や旨みは温
度が上がるにつれ増し、冷たかったらあまり
感じません。生酒は10度くらい、ビールはそ
れ以下。ビールの冷やしすぎは却って香味が
崩れ、泡も立ちません。
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（今週の担当　芹野　隆英）

クラブ会報委員会 委 員 長 山下　尚登　　委　員 黒木　政純・溝口　尚則
副委員長 芹野　隆英　　 金氏嘉一郎・松尾　慶一

＊次回例会予告＊

卓話　　会員　大神　邦明会長

清酒温度の定義と特徴

出典：「料飲店の日本酒マニュアル～日本酒活用のコツがわかる心得集」日本酒造組合中央会制作

お燗 温度 香りや味わいの特徴 温度などの目安

雪冷え
ゆ き ひ え

ほぼ5℃

花冷え
は な ひ え

ほぼ10℃

涼冷え
す ず ひ え

ほぼ15℃

氷水に浸して充分に引き締めた冷た
さ。香りはあまり目立たない。味わい
は冷たい感触に隠れる傾向になる。

冷たく、冷気が見え、ビンに結露が
生じる。

冷蔵庫に数時間入れて置いた温度。香
りはやや閉じ気味で、器の中で香りが
開く。まとまりのある細やかな味わい。

ビンに触れるとすぐに冷たさが指に
伝わる。

冷蔵庫から出して、しばらく経った温
度。香りは華やかさを持ち、味わいは
とろみがある。

ひんやりとしてはっきりした冷たさ
を感じる。

いわゆる常温。かつての土間の温度。
香りはやわらかく、味わいもソフトな
印象。

手に持つと、ほんのりと冷たさが伝
わってくる程度。室　温

し つ お ん

ほぼ20℃

日向燗
ひなたかん

ほぼ30℃

人肌燗
ひとはだかん

ほぼ35℃

ぬる燗 ほぼ40℃

上　燗
じょうかん

ほぼ45℃

あつ燗 ほぼ50℃

飛び切り燗 55℃以上

香りがひき立ってくる。なめらかな味
わいに。

体温よりは低い印象。温度が高いと
も低いとも感じない。

米や麹のよい香りに。さらさらとした
味わいに。

体温より少し低い。「ぬるいな」と感
じる程度。

香りが最も大きくなる。ふくらみのあ
る味わいに。

体温と同じくらいの感じ。熱いとは
思わない程度。

香りがきりっと締まる。味わいはやわ
らかさと引き締まりが感じられる。

数秒間持つとやや温かい。注ぐと湯
気が立つ。

香りがシャープになる。味わいは切れ
味のよい辛口になってくる。

熱く感じる。徳利から湯気が見える。

香りが強まる。辛口になる。
持てないほどではないが、持った直
後に、熱いと感じる。


