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第２０１４回例会 

     ２０１９年６月３日（月）第３５回       

●点  鐘 副会長 武田 英昭君 

●斉 唱 「君が代」「四つのテスト」 

●例会行事 会員卓話 國田武二郎君 

      「大改正相続法の三つの目玉について」 

 ●司  会 伊藤 康司ＳＡＡ委員 

 

          会長挨拶            

名古屋空港ロータリークラブ副会長 武田 英昭君 

 
会員の皆様、今日もお元気で、例会に出席をして頂きあ 

りがとうございます。 

先週に続き山北会長が、ハンブルク国際大会参加の為、

私がご挨拶を致します。 

早いもので「新年号・令和」に入り一か月が経ち6月

になりました。風薫る5月と暑い7月に挟まれた6月

（水無月）は、「田んぼに水を引く月」と言われているよ

うに、各地の神社では例年同様「水無月のお祓い六月祓」

が行われるかと存じます。 

その6月は、当クラブに於いても、山北会長・安川幹

事が、当クラブの運営を次年度稲熊会長・阿萬幹事にバ

トンタッチをする締めくくりの月となりました。本年度

も例年同様、山北年度が無事終えようとしておりますが、

此れも偏に会員皆様のご協力の賜物と考えるところでご

ざいます。改めて、会長・幹事に成り代わりまして、会

員皆様のご協力に感謝を申し上る次第でございます。 

ロータリーの一年は、7月から始まり翌年6月迄、日

本の官公庁、企業、学校等は、4月に始まり翌年3月で

一年間を終えるのが一般的かと考えますが、日本社会の

中でもロータリー年度と同じ7月から翌年6月迄を一年

としている業界があります。それは、皆さんもお好きで

嗜む方も多いかと存じますが、日本酒を造っている業界

です。特に酒造りに関わっている業界では、日本酒の一

年（酒造年度）は7月から始まって翌年6月までを一年

間だと決められているとの事です。これは何故かと言う

と、「酒造りは、秋のお米の収穫をベースにして、その年

に造るお酒の量を決める為、一年を7月から始まるのが

丁度良いから、又、酒造りは冬の寒い時季に行われる為、

3月に年度を締めると都合が悪い」との理由で「日本酒

の一年（酒造年度）は、7月から翌年6月をもってして

1年」と、昭和40年に決められたそうです。 

さて、その「お酒」ですが、人間に様々な影響を及ぼ

しております。「良薬として嗜まれる方」、「酒の上での失

敗を数多く経験している方」もお見えかと思います。人

間は、いつ頃から、その「お酒」を飲むようになったの

でしょうか？ 

今から約5000年前に、古代メソポタミアでビールの

原型になるものが作られたというのが、最も古い記録と

されております。日本では、水稲が渡来した弥生時代に

米麹を使用したお酒が造られた事が分かっています。し

かし、近年は、弥生時代より前の縄文時代には、既に稲

が栽培されていたと言う説があり、縄文後期には、水田

が広がり、同時に米を原料とする酒が造られていたので

は、と推測されております。 

神話に残る日本で最初に造られたお酒は、「スサノオノ

ミコトが八岐大蛇を倒すために造られたお酒」と言われ

ております。神代の時代から、「お酒は神様と人間を繋ぐ

もの」として存在しており、人々は、神々に収穫された

お米を奉げる際にお酒を造って供えることで、来季の豊

穣を祈願したそうで、その当時お酒は、人が飲む為でな 
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く神様に奉げる物として作られていた様です。そして、

供えられたお酒は、その後の宴会において一同で飲むこ

とになり、神様が召し上がったものを頂く事で、神様と

の結びつきを強くし、厄を払い、また、力を分けてもら

う事を合わせて祈願したようです。この様に神々や、天

皇に奉げる為に作られた日本酒は、奈良時代に米麹を使

った醸造法が普及し、造酒司という役所が設けられ、計

画的な酒造りが行われたとの事です。 

そのお酒も、江戸時代になると武士や町民等の間で日

常的に楽しまれるようになり明治維新以降、清酒や焼酎

といった和酒しかなかった日本に、西洋文化が取り入れ

られるのと並行して、ビールやワイン等の洋酒が普及し

て「日本の酒文化・生活文化」として定着して現代に至

っています。世界中のお酒が気軽に飲めるようになった

現代でも、特に「日本酒」は、私達の生活の中で定着を

しております。「酔う為、楽しむ為」だけのお酒ではなく、

日本には、お正月、節分、お花見、お月見と季節の節目

を祝ったり、季節の表情を楽しんだりする行事が沢山あ

ります。古代よりそれらの行事に欠かせない存在が、「日

本酒」です。 

「日本酒」は、日本人と共に文化や歴史を育んできた

遥か昔から日本で愛されてきたお酒「ロマンあふれるお

酒」と言っても過言ではないかと考えます。「飲んだ瞬間

に口の中へと広がるお米の甘味と旨味は、古から日本人

の心を潤してきた味わいと言える」のでは、ないでしょ

うか。 

今日は、日本酒の起源、歴史について若干お時間を頂

戴いたしました。 

皆様も時には、古代のロマンに想いを馳せ「日本酒」

をじっくりと味わってみるのも良いかと考え本日のご挨

拶と致します。 

 

        委 員 会 報 告           

●出席報告 （照井 通夫副委員長） 

本日の例会 

会員数 51 出席率 78.26％ 

出 出席義務者 23 欠 

席 

者 

出席義務者 10 

席 出席免除者 13 出席免除者 5 

者 出席者計 36 欠席者計 15 

前々回例会（5月20日） 

会員数 51 出席率 100％ 

出 出席義務者 33 欠

席

者 

出席義務者 0 

席 出席免除者 14 出席免除者 4 

者 出席者計 47 欠席者計 4 

●ニコニコボックス報告（加藤 吉克委員） 

アテンダンス表彰感謝。そして感謝。 

                 太田 哲郎 君 

久し振りの出席で失礼します。 

                 伊勢村道雄 君 

國田先生の卓話が楽しみで出席しました。 

                 武田 英昭 君 

國田君卓話よろしく。 

                 石川 良治 君 

國田会員の卓話を楽しみにしています。 

                 金井 和治 君 

誕生日を祝って頂きまして。 

                 内海 辰巳 君 

國田さん、卓話期待しています。 

                 栗田 和典 君 

國田会員、卓話楽しみにしています。 

                 稲熊 正徳 君 

國田会員の卓話楽しみです。 

                 稲吉 將秀 君 

誕生日を祝って頂き有難うございます。 

                 田邊 雅彦 君 

誕生日を祝って頂いてありがとうございます。 

                 杉本 敦永 君 

結婚記念日を祝って頂いて。 

                 柴田 和宏 君 

                

今日も元気で！   

阿萬 裕子 君 市川 孝 君 伊藤 康司 君

井上 政秋 君 加藤 吉克 君 川口 直也 君

北園 守生 君 串田 正克 君 國田武二郎 君

近藤 和彦 君 三治 明 君 竹尾 悟 君

照井 通夫 君 中林 正人 君 波多野 真 君

早川 正倫 君 堀塲 竜司 君 安江 寛二 君

山内 佳紀 君 プリヤンタ 君 

 

御協力ありがとうございました。 

本日の協力  ３２名  ４７，０００円  

本年度の協力累計        １，６００，０００円  

 

 

 
 

 
國田武二郎会員 

「大改正相続法の三つの目玉について」 

副題 ～妻は自宅で死ぬまで安心生活、義父母の介護報

われる、自筆証書遺言が手軽に～ 
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第１２回理事役員会議事録 

 

日時 平成３１年６月３日（月）11：30～12：15 

場所 キャッスルプラザ ４階 茜の間 

欠席：山北会長、安川幹事、原田親睦活動委員長、田中

青少年奉仕委員長、伊東国際奉仕委員長 

武田副会長の進行により、理事役員会が開会された。 

武田副会長挨拶：山北年度の最後月となりました。こ 

れまで進行を問題なく行えたものも皆様のご協力のお 

蔭です。 

会長、幹事に成り代わりお礼を申し上げます。 

 

[議  題] 

 

[報告事項] 

① 6月例会行事について：武田副会長より（資料1）の 

通り報告した。 

 

[審議事項］ 

① 春の家族会（職場例会）会計報告：内海職業奉仕委員 

長より（資料No.2）の通り報告し承認された。 

② ＩＤＭについて：中林ＳＡＡより(資料No.３)の通り 

報告し式次第について承認された。 

式次第の「褒賞、褒章」を表彰に変更する。予算は例 

年通りの予定。 

 

 [協議・討議事項] 

① 2020-21年度分区幹事選任について：武田副会長 

より概要説明。中林2020-21ガバナー補佐より 

(資料No.４)の通り説明があった。 

人数について1名と指定があったため1名の選出を 

行う。12年後のガバナー補佐候補として問題ない人 

選を行い内諾を得ている。選任期日が6月28日の 

ため山北会長帰国後に持ち回り承認とする。 

 

[その他] 

① 地区委員会への出向も検討していかなければならな 

い。立候補がない場合は指名で選出し経験の機会を 

設けてはどうか。 

  

 

 [確認・要望・依頼事項] 

②  現次期会長幹事会（6/10）： 

担当は現次期会長・幹事 

②  学友・青少年交流シンポジウム（6/16）： 

担当は会長・青少年委員長 

 

 

③  地区役員及び会長幹事懇談会（6/22）： 

担当 会長・幹事 

  

 [次回開催日時・場所の決定] 

日時 : 2019年7月1日(月) 11:30～ 

場所 : キャッスルプラザ3Ｆ「福の間」にて 

 

        議事録 阿萬 裕子 

 

  

 

 

 
 

5月29日 第10回ゴルフコンペ 

場所 三好カントリー倶楽部 

 

優勝  伊東由之 グロス84 ハンディ8  ネット76 

準優勝 市川孝  グロス87 ハンディ11 ネット76 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 


