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中本幸人さんを始め、西畑栄一郎RA委員、地
区ローターアクト代表の山田晋太郎さん等が出
席されました。私も、提唱RCの会長として挨
拶をさせて頂きました。長崎国際大学RACの現
在の会員数は、17名です。公式訪問例会という
事で、仁田原 汀会長はじめ緊張感もありまし
たが、全員の協力で楽しい例会運営がなされま
した。地区の中本委員長も、「こんな楽しい例
会は初めてです」と絶賛されていました。
　そんな彼らが、将来の地域のリーダーとし
て、成長してくれれば、こんな嬉しい事はあり
ません。
　最後に、先程も言いましたが、彼らも手伝っ
てくれるRI財団補助金事業「児童養護施設との
稲刈り体験等交流〜愛のお米1,000kg贈呈」
も、いよいよ今週末になりました。德川会員の
ご協力でKTNのTV取材も決定しました。この
事業が意義のある素晴らしい事業になる様に、
皆さんのご協力を、よろしくお願い致します。

◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
◯卓話者
　梅ケ枝酒造㈱  代表取締役社長  長野　智也 様

	 幹事　松尾　文隆
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	 会長　増本　一也
　10月も中旬となりました。ま
だ、日中は暑い日もあります
が、朝夕はめっきり涼しくな
り、秋らしくなりました。
　秋と言えば、食欲の秋、柿、
栗、松茸、そしてお酒、いろい
ろあります。飲まない下戸の私が言うのも何で
すが、日本酒をお燗にしておいしい季節になり
ました。日本酒に合う酒の肴で、おすすめの一
品は何でしょうか。その様なお話も、本日の卓
話をして頂きます「梅ヶ枝酒造」の長野社長
に、お聞かせ願えればとも思っております。
　また、秋は、スポーツの秋でもあります。10月
15日㈯より開催されました「ねんりんピック（全
国健康福祉祭）」も18日㈫に終了しました。健康
とスポーツ、これからの高齢者社会のキーワード
です。これから冬にかけてのスポーツと言えば、
スキーやスケートでしょうか。私は、個人的にス
キージャンプ･ワールドカップ、世界チャンピオ
ンの高梨沙羅選手の活躍を楽しみにしています。
　会長報告です。昨日、夕方5時より、西海学
園インターアクトクラブの例会に出席してきま
した。古賀久貴委員長、菅沼理事、橋詰文雄さ
んの 3 名も出席されており、林田先生を中心
に、4名の生徒たちと、今週末に実施されるRI
財団補助金事業「児童養護施設との稲刈り体験
等交流〜愛のお米1,000kg贈呈」について、当
日の最終確認をされていました。
　また、先週、10月13日㈭に長崎国際大学ロー
ターアクトクラブでも第2740地区の公式訪問例
会も開催され、地区よりローターアクト委員長
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プレゼンを行い、行きたくなった地域はどこ
かを採点して競い合いました。なかなか楽し
い内容でした。
　例会終了後は、そのまま同じ会場で理事懇談
会が実施され、好評価を頂きました。毎回、若
さで楽しい例会にしておりますので、皆様も機
会がございましたら、是非ご参加をお願いいた
します。

■出席･例会委員会	 橋詰　文雄
　昨日、佐世保学園のインター
アクト例会に出席してまいりま
した。内容は10月22日㈯開催の
「児童養護施設との稲刈り体験
等交流」についての周知が行わ
れ、生徒の役割分担等を確認
し、開催に向けての準備が行われました。
　また、増本会長より「ロータリーとは」につ
いてのご説明もあり、生徒さんも真剣に聴いて
いました。私はインターアクトへの出席は初め
てで、若いうちから奉仕人を養成･育成してい
ることを知りました。今後も可能な限り、参加
していきたいと思いました。

２．第2740地区ガバナー事務所
　2740地区ホームページ更新のお知らせ

３．台南ロータリークラブ
　季刊 夏号と会員名簿が届いております。

４．諫早北ロータリークラブ
	 	会長	本田　清秀さん
　　大会実行委員長	 小溝　忠徳さん
　 インターアクト年次大会報告書が届いており

ます。

５．陸上自衛隊西部方面総監
	 	陸将　小川　清史	様
　 西部方面隊 日米共同方面隊指揮所演習研修 

ご案内
　　研修期間／平成28年12月5日㈪〜11日㈰
　　 午前8:00〜12:00　午後13:00〜17:30 内ご

希望日程と時間帯1時間30分
　　場所／陸上自衛隊　健軍駐屯地
　　　　 （熊本市東区1-1-1）

■ローターアクト委員会	 松尾　　貴
ローターアクト公式訪問例会
　日時／2016年10月13日㈭
　　　　19:30〜21:00
　会場／ ホテルオークラJRハウス

テンボス
　出席者／
　 増本一也 会長、松尾文隆 幹事
　大久保利 博副幹事
　坂本　敏 出席例会委員長（前青少年奉仕大委員長）
　古賀　巖 青少年奉仕大委員長 
　大神吉史 ローターアクト委員長
　松尾　貴 ローターアクト副委員長　以上7名

　地区ローターアクト代表公式訪問例会とし
て、開催されました。ロータリーの地区関係者
は、ローターアクト担当委員長と副委員長に出
席頂きました。また、ローターアクトの他クラ
ブは、東ローターアクトクラブからの出席があ
りました。
　例会を楽しむとの主旨で、日頃と同じ例会
進行を見て頂き、メインテーマは、長崎国際
大学の特徴を生かして、福岡、鹿児島、韓
国、佐賀の「出身地のおススメスポット紹介」

委員会報告

佐世保RC 増本会長 挨拶

地区ローターアクト代表
山田晋太郎さん

地区ローターアクト委員長
中本幸人さん

長崎国際大学RAC 仁田原会長
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です。皆様にご協賛頂き、心より感謝致しま
す。祭りは、全国からお見えの171チームが市
内13会場で演舞を繰り広げます。当クラブの
中村会員は、振り込め詐欺防止の歌を作るだけ
ではなく、YOSAKOIでも縦横無尽の大活躍を
しております。是非、お越しください。OBの
私は、隅っこで各地のVIPの接待、観光、ゴル
フ案内係をしております。
　ゴルフと言えば、過日、S銀行のコンペで、
な、なんと、この私がゴルフ歴初めての幸運な
ベストグロスを獲得、皆様のご指導のお陰
で、徐々に体育会系に変身する70歳の風雲児
になりつつあります。
　
橋詰　文雄さん、木下　貴夫さん
　電話応対コンクールの審査員ありがとうござ
いました。
　
髙田　俊夫さん、田中　信孝さん
　出席100％表彰ありがとうございました。

『変化する酒蔵』

　梅ヶ枝酒造株式会社　
　　代表取締役　長野　哲也	様

　佐世保市の南端、宮地区で酒
造業をしており、私で9代目と
申しております。
　1787年（天明7年）には酒蔵があったとの記録
からこの年を創業としています。時代は江戸時
代で鬼平犯科帳の長谷川平蔵が活躍していた頃
です。
　日本酒の酒蔵として創業以来30年程前まで
は、ほぼ日本酒のみを製造していました。それ
が、一回目の焼酎ブームが過ぎた頃から焼酎製
造を、小さな波だったのですが梅酒ブームが過
ぎた頃からリキュールの製造を始め、取引形態
も酒卸に頼らない酒小売店と直取引を主体とし
た異色な体質の酒蔵に変化していました。

ニコニコボックス 本日合計 　22,000 円

 累　　計 375,000 円

◇

	 出席･例会委員会　橋詰　文雄
◯出席100％表彰
　髙田　俊夫さん（22回）
　中村　徳裕さん（16回）
　田中　信孝さん（14回）
　松尾　慶一さん（11回）
　髙瀨　宏滋さん（6回）

	 親睦活動委員会　西田　勝彦
増本　一也会長、松尾　文隆幹事
圡井　弘志さん、草津　栄良さん
山縣　義道さん、吉田　英樹さん
古賀　　巖さん、富永　雅弘さん
芹野　隆英さん、岡　　英樹さん
坂元　　崇さん、遠田　公夫さん
梅村　良輔さん、福田　金治さん
有薗　良太さん
　梅ヶ枝酒造㈱代表取締役 長野哲也様の卓話
に期待して。

坂本　　敏さん
　10月9日㈰にハウステンボスカントリークラブ
選手権に出場しましたが、結果2位でした。15
番ホールでトップに追いついたのですが、残り
3ホール自滅し、3打差の残念な思いをしまし
た。円田三郎さん、池田 豊さん以来のクラブ
チャンピオンになれると思いましたが、まだま
だ修行が足りません。来年には何とか…と思
い、努力します。
　本日の卓話の長野君は遠い親戚なので、よろ
しくお願いします。

遠田　公夫さん
　いよいよ週末は、「YOSAKOIさせぼ祭り」

ニコニコボックス

慶　　　祝

卓　　話
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　しかし、もっと大きな変化の始まりは杜氏製
造から社員製造への切り替わりです。以前は季
節労働の酒造集団に製造を任せていましたが、
時代の流れや杜氏の高齢化もあり自社で酒造り
をしなければならなくなりました。自社の酒を
社員が造るのは当然と思われるでしょうが、か
つては杜氏が出稼ぎで酒を造りに来るのが酒蔵
の常識でした。そのことを見越していた父は半
分騙すようにして次男を会社に雇い入れ製造責
任者に仕立てました。前杜氏の元での修行期間
は6年、後を追うように雇い入れた三男の修行
期間はたった1年でしたが、その弟2人に製造を
任せました。しかし、日本酒の製造時期は10月
〜3月で残りの半年はこれといった仕事があり
ません。そこで春の麦焼酎、秋の芋焼酎製造を
本格化させました。
　更に仕事の平準化を進める為にリキュールの
製造も多種に及ぶようになりました。甘夏3
月、苺5月、梅6月、びわ6月、桃7月、ブルーベ
リー・マンゴーヨーグルトやアロエヨーグルト
は冷凍食材や缶詰を使用する事で自社のタイミ
ングで仕込みが出来ます。このようにして完全
に社員製造に移行できました。
　また、商品の売り先を変える事でも生き残り
を図りました。今までの主販売先だった町の酒
小売店が減少していく中、蔵開きを行うことで
一般客を、観光バスを誘致することで観光客を
取り込み直接お客様に販売することで利益率の
確保に努めました。その際には進入路を広くし
たり、駐車場を広くしたり、蔵内の改修を行い
蔵見学のコースを造成したりと資金繰りに苦労
もありました。酒蔵が小売店化していくと土
曜・日曜の人員確保が必要になります。新たに
女性パート社員を増やす必要もありましたが、
製造の手伝いや多種に及ぶ商品の瓶詰め・ラベ
ル貼り等の出荷準備をしてもらうようにしまし
た。
　20年前の年商2億弱・従業員10人＋季節雇用4
人・土日休みの酒蔵から、年商2億弱・従業員
21人（共にパート含む）・年中無休と一見すると
時代の波にもまれ非効率になりながら生きなが
らえている会社に思えますが、多くのニーズに

クラブ会報委員会 委 員 長　平尾　幸一　　 委　員　田中　信孝 ・ 西村　一芳 ・ 松尾　　貴
副委員長　石田　謙二　　 　　　　松本　淳也 ・ 筒井　和彦 ・ 山口　剛史

＊11月  例会卓話者予定＊ 

11月 2 日 会員　山下　尚登さん
 （山下医科器械株式会社　代表取締役）

11月 9 日 新会員　伊藤　正和さん
 （日本生命保険相互会社　長崎支社担当支社長）

11月16日 新会員　木下　貴夫さん
 （西部ガス株式会社　佐世保支店長）

11月23日 祝日休会日

11月30日  食支援ネットワーク・長崎嚥下
 リハビリテーション研究会会長
 山部歯科医院院長 山部　一実 様

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

10月未定

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日時／10月27日㈭　ゴルフ例会 
　　　19:00〜 集合　
会場／佐世保プラザスポーツセンター（日宇町）

日時／11月10日㈭　19:00（食事）〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

日時／11月24日㈭　19:00（食事）〜
会場／長崎国際大学 食堂

＊ 西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。

＊ RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

（今週の担当：松本　淳也）
（カメラ担当：山口　剛史）

応えられる対応力のある酒蔵に変化したと良い
方向で捉えています。
　今後は人口減少が急激に進み環境が激変しま
す。それでも生き残っていく術を探り、先祖へ
の感謝を胸に抱きながら変化し続ける酒蔵であ
りたいと思います。

以上


