
　私は、毎日の積み重ねの結果として、マ
スターソムリエになる事が出来ました。
　そして、今年初めて開催されました、「第
1回オリーブオイルソムリエコンクールin 
OLIVE JAPAN 2014」において第 1 位を受
賞することが出来ました。日々努力を続け
ていると素晴らしい結果を手にすることが
出来ることを、身を以て再確認致しまし
た。このことは、他の分野においても共通
する大切なことだと思います。
　私は今後、これまでに学んだ正しい知識
と健康効果をもたらすエキストラバージンオ
リーブオイルの素晴らしさを多くの方々へお
伝えし、オリーブオイルを毎日の生活の中
に取り入れて楽しんで頂きたいと思ってい
ます。
　また、私は、地中海をイメージした大村湾
……その周りでオリーブの木が優しく揺ら
ぎ、そして、その地で育ったオリーブオイル
が世界の市場へと輝いてくれることを楽し
みに夢見ております。
　これからもマスターソムリエとしての学び
の場は果てしなく続きますが、テイスティン
グを通して、香り、味、そしてオリーブオイ
ルに携わる方々の心や生産地の様子なども
感じ取れるようなソムリエを目指していき
たいと思っています。
　オリーブオイルを通して多くの方々との出
会いに心から感謝致しております。

『オリーブオイルとの出会いに
…感謝!!』

マットサイエンスインストラクター・
オリーブオイルマスターソムリエ
　渡邉美喜子 様

　私は、20年程前に観賞用として、小さな
ポット苗のオリーブの木を購入しました。
　その木も年を追うごとに成長し、それと
ともに、私の心の中には、優れた健康機能
を持つオリーブの実とオリーブオイルに関
心が高まり、深く知りたいと思い、そのた
めの学びの場を探し求めました。
　そして、東京にある『一般社団法人日本
オリーブオイルソムリエ協会』との出会いが、
私の新たな人生のスタートとなりました。

◦ いろいろなオリーブオイルをテイスティング
しながら、オリーブオイルの基本を学ぶ入
門講座のジュニアソムリエ！

◦ オリーブオイルに関する、さらに深い専門
的な知識と実技技術を身につけ、筆記と
テイスティング試験に臨むオリーブオイル
ソムリエ！

◦ 知識のみならず高度なテイスティング技
術、品種の特徴や欠陥オイルの原因追究
など更に奥深く、官能的分析力が求めら
れる最高峰マスターソムリエ！
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３．第2740地区ガバナー 宮㟢　清彰さん
　　地区大会実行委員長 緒方　　聖

ひじり

さん
　地区大会ご案内
　日時／2014年11月14日㈮
　　16:00〜17:15 地区指導者育成セミナー
　　18:00〜20:30 RI会長代理 歓迎晩餐会
　会場／L&Lホテルセンリュウ　

　日時／2014年11月15日㈯
　　9:00〜 受付
　　10:00〜11:30 青少年のつどい
　　11:00〜 開場
　　12:00〜14:10 点鐘・本会議
　　14:30〜15:45 記念講演「竹田恒泰氏」
 一般公開
　　16:05〜17:10 本会議・点鐘
　会場／諫早文化会館

　　18:30〜 懇親会（登録者）
　会場／諫早観光ホテル 道具屋

　日時／2014年11月16日㈰　
　　　　7:30〜　記念ゴルフ大会
　場所／長崎国際ゴルフ倶楽部
　
　〔登録料〕
　　RI会長代理歓迎晩餐会
　　　　　会員 15,000円、夫人 15,000円
　　大会：会員 10,000円、家族・青少年 無料
　　懇親会：会員 7,000円、青少年 3,000円
　　記念ゴルフ：6,000円

４．第2740地区ガバナー事務所
　 ホームページ更新（8月8日）のお知らせが

届いております。　

５．東京江東RC　ガバナー補佐
 （第2580地区東分区） 伊藤三千男さん
　　アンケート調査委員長 鈴木　隆雄さん
　 全国規模でのクラブ現況・活動・運営に

関するアンケート
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◯ロータリーソング「四つのテスト」
◯卓話者
　マットサイエンスインストラクター・
　オリーブオイルマスターソムリエ
 渡邉美喜子 様
◯ゲスト
　米山奨学生 B

ブ イ

UI, C
チ

HI T
テ ィ

HI B
ビ ッ ク

ICHさん

 会長　円田　　昭
　お盆もあって２週間ぶりの
例会です。お盆休みは如何お
過ごしになられましたでしょ
うか。13日には納所幹事、髙
瀨副幹事と初盆を迎えられた
会員をお参りさせて頂きました。
　先月今月と台風や天候不順に関するニュー
スが多い今年の夏ですが、今朝は広島で記録
的な集中豪雨で土砂災害が発生し、多くの犠
牲者がでている模様であります。犠牲になら
れた方々のご冥福をお祈りいたします。

 幹事　納所　佳民
１．第2740地区ガバナー 宮㟢　清彰さん
　　米山記念奨学委員長 本多　善彦さん
　�米山奨学カウンセラー研修・交流会のご案内
　　日時／2014年8月31日㈰　11:00〜14:00
　　会場／東彼杵町総合会館
　　出席者／カウンセラー、奨学生

２．第2740地区ガバナー 宮㟢　清彰さん
　　青少年奉仕統括委員長 中島　洋三さん
　青少年奉仕セミナー開催のご案内
　　日時／2014年9月28日㈰ 
　　　　　12:30受付　13:00〜16:30
　　会場／東彼杵町総合会館
　　 出席者／ガバナー他地区関係者
　　 クラブ青少年奉仕・新世代奉仕担当理

事・委員長

例 会 記 録

幹 事 報 告

会 長 報 告



６．公益財団法人　米山梅吉記念館
　◦「館報」2014年秋号
　◦秋季例祭ご案内
　　日時／2014年9月13日㈯　14:00
　　場所／米山梅吉記念館 ホール（静岡県）

７．地区ローターアクト代表 吉井　将平さん
　　地区幹事 立石　健悟さん
　「 月報運用細則」「ローターアクトクラブ

ニュース2014年7月号」が届いております。

８．ハイスクール茶会実行委員会
  大会委員長　安部　直樹さん
　「 ハイスクール茶会 in ハウステンボス2014」

収支報告書について

■親睦活動委員会 委員長　長富　正博
観月例会のご案内
　日時：2014年9月10日㈬
　　　　18：30〜
　会場：富士国際ホテル

■資金推進・財団・米山委員会
 委員長　幸良　秋夫
◦ 武井洋一さんより、㈶ロータ

リー米山記念奨学会へご寄付
をいただきました。

◦ 円田　昭さんより、年次基金
へご寄付をいただきました。

■ローターアクト委員会 大神　吉史
長崎国際大学RAC第103回例会
のご案内
　本日は、長崎国際大学ロータ
ーアクトクラブ第103回例会の
ご案内をさせて頂きます。
　当日の例会は、いつも例会場としてお世
話になっております「ホテルオークラJRハウ
ステンボス」にて「チャリティーバザー」が
開催されます。
　よって、メインテーマにボランティア活動
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を兼ねた例会となっております。
　ぜひ、皆様のご参加をお願い致します。
　日時／2014年8月28日㈭　11:00〜17:00
　　　　短縮例会 17:30〜18:30（予定）
　　　　食事なし
　会場／ホテルオークラJRハウステンボス
　登録料／無料（ニコニコをお願いします）

　また、8月8日㈮の松浦公園夏祭りには、
田浦麗美会長、米山奨学生チーさんはじめ、
6名のローターアクト会員が参加しました。
田浦会長は日本語と英語の司会としての大
役を果たし、少しはローターアクトのPRが
できたと思います。
　幸良秋夫さん、米倉洋一郎さん、黒木政純
さん、大久保利博さん、ご来場頂きありがと
うございました。

 親睦活動委員会　古賀　　巖
○今月の誕生祝い
　溝口　尚則さん（4日）
　橘髙　克和さん（8日）
　松尾　　貴さん（8日）
　松尾　慶一さん（11日）
　吉田　英樹さん（30日）

 親睦活動委員会　松原　　健
円田　　昭さん、納所　佳民さん
髙瀨　宏滋さん
　渡邉美喜子様の卓話にニコニコ致します。

慶　　　祝

委員会報告

ニコニコボックス



橘髙　克和さん、松尾　慶一さん
溝口　尚則さん、松尾　　貴さん
吉田　英樹さん
　誕生祝いありがとうございます。

池本　仁史さん
　渡邉美喜子様、本日の卓話を快諾してい
ただきありがとうございました。
　また、来週予定していたミス・ユニバース・
ジャパン 辻 恵子さんの卓話がキャンセルと
なりました。辻さんは世界大会の準備で東
京に行くことになったとのことです。卓話
を楽しみにしていた会員の皆様、そして、
卓話日程の変更でご迷惑をお掛けしました
新会員の方々、本当に申し訳ありませんで
した。

増本　一也さん
　台風来襲の折り、奇跡的に晴天となりま
した8月8日㈮の「松浦公園夏祭り」は、皆
様のご協力により無事開催することが出来
ました。テナント出店にご協力頂いた、田
中丸善保さんの玉屋商事さんや大久保利博
さんのティ・プロジェクトさんには大変感謝
しております。出店が採算にあったかどう
か分かりませんが、来年もよろしくお願い
します。
　又、無理やり協賛金を頂いた皆さんにも
改めてお礼申しあげます。
　ローターアクト委員会副委員長の大神吉史
さんと、長崎国際大学ローターアクトクラブ
の皆さん、そして事務局の山田さんには、
最後の片づけ迄手伝って頂きありがとうご
ざいました。アクトの田浦麗美会長には、
当日の司会役として、大変活躍して貰いま
した。
　又、熟女が繰り広げるタヒチアンダンス
ショーの時に、増本委員長命令だから仕方
なく撮影するんだと奥様に言い訳する大神
副委員長を見て、家庭内の力関係を垣間見
た気がしました。心より皆さんのご協力に
感謝申しあげニコニコします。
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クラブ会報委員会 委 員 長　坂元　　崇　　 委　員　松瀬　茂雄 ・ 川口　博樹
副委員長　中川　知之　　 　　　　池本　仁史 ・ 山口　剛史
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委　員　松瀬　茂雄 ・ 池本　仁史
　　　　川口　博樹 ・ 岡村　一郎
　　　　山口　剛史

ニコニコボックス 本日合計 　10,000 円

 累　　計 186,000 円

◇

（今週の担当　岡村　一郎）
（カメラ担当　坂元　　崇）

＊9月  例会予定＊

 9月 3 日 佐世保労働基準監督署　
 署長 熊崎　広幸 様

 9月10日 観月例会

 9月17日 佐世保市　
 中国国際交流員 龍

りゅう

　倩
せい

 様

 9月24日 佐世保市  　
 韓国国際交流員 李

い

載
ぜ う

宇 様


