
 

  1／2   

 

WEEKLY REPORT ROTARY CLUB OF NAGOYA AIRPORT since 29 July,1974 

名古屋市中村区名駅 3-11-13 レジデンス鈴木 1101 
【TEL】 052-446-6811 【FAX】 052-446-6812 

E-Mail: rongoapt@mta.biglobe.ne.jp 
会長/ 田邊 雅彦 

幹事/ 川口 直也 
公共イメージ向上委員長/ 杉本 敦永 
例会日/毎週月曜日 12：30～13：30 

例会場/名古屋マリオットアソシアホテル 
 

第 207８例会 

     2021年 12月20日（月） 第17回       

●点  鐘 会長 田邊 雅彦 君 

●斉 唱 「それでこそロータリー」 

●例会行事 会員卓話 中島 俊朗 君 

  「会員増強セミナー報告」 

●ゲスト 米山奨学生 張 申童さん 

 ●司  会 大野 和宏 SAA委員 

          会長挨拶            

名古屋空港ロータリークラブ会長 田邊 雅彦君 

 
本年最後の例会となりました。年末のお忙しい中、例

会に出席いただき誠にありがとうございます。 

自立の家小牧ワイナリーさんから今年度の植樹事業の

ブドウ畑の報告書が届きました。今月からカフェもオー

プンされたようですし、小牧産100％の信長ワイン、

小牧産ワインを使用した本格ワインゼリー「食べるワイ

ン 信長さまの紅い誘惑」が新しい発売されたようです

ので、ご興味のある方ご購入してみてください  

さて毎月20日はワインの日なのだそうです。このワ

インの日は、日本ソムリエ協会が1994年に制定した

記念日になります。 

ちなみにボージョレヌーボの解禁は毎年11月の第３

木曜日の午前０時と決められているようです。 

(今年は11月18日(木)) 

私は下戸ですので、お酒は呑めないし、お酒の良さが

よくわからないのですが、なぜかワインだけは高い安い

がわかります。 

私にとって呑みにくいワインは高価で、口当たりがよ

く飲みやすいワインは安価なワインなんです。 

ワインと云えば赤ワインや白ワインが定番で、赤白し

かないと思われがちですが、フランス・ジュラ地方のヴ

ァン・ジョーヌというワインは黄ワインと呼ばれていて

中華料理にあうとのことです。またグリワインは灰色ワ

インと呼ばれていて、日本の甲府では灰色ワインが生産

されているようです。ポルトガルで生産されているヴィ

ーニョ・ヴェルデはグリーンワインと呼ばれています。 

ちなみにワインを飲むとき、赤白ワインそれぞれでグ

ラスの大きさが異なります。一般的には赤ワインのグラ

スは大きめで、白用のグラスは小さいので飲まれていま

す。ワイン好きの方には常識的なことですが、この違い

は美味しく飲める温度が違うからなんです。赤ワインは

常温に近い方がおいしく、白ワインは冷やした方がおい

しく飲めるため、白ワインのグラスの口を大きくしてし

まうと空気に触れてすぐ常温になってしまうからなんで

す。またワイングラスの足の長さも同様の理由で、グラ

スに直接手を触れて飲むと体温が伝わってしまうからな

んです。 

ワインは一気飲みする飲み物ではないので、時間をか

けてゆっくりと香りや味を楽しむものなんです。ですか

らワイングラスを持つときは足の部分をつまんで、体温

が伝わらないように飲むんですね。 

年末年始、ゆっくりされてる時間に豊かな気持ちでワ

インをご賞味いただければよいかもしれませんね。それ

では本日もよろしくお願い申し上げます。 

        委 員 会 報 告           

●出席報告 （内海 辰巳副委員長） 

本日の例会 

会員数 47 出席率 84.09％ 

出 出席義務者 17 欠 

席 

者 

出席義務者 10 

席 出席免除者 17 出席免除者 3 

者 出席者計 34 欠席者計 13 
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●ニコニコボックス報告（稲吉 將秀 副委員長） 

 

2021年最後の例会となりました。本日もよろしく 

お願い申し上げます。良い年をお過ごしください。 

                 田邊 雅彦 君 

今年もありがとうございました。来年もよろしくお願い

します。 

                 川口 直也 君 

今日も元気で。そして来年もよろしく。 

                 山田 幹雄 君 

2021最後の例会 元気に出席できました。 

                 鈴木 恵一 君 

会員増強にご協力よろしくお願いします。 

                 中島 俊朗 君 

中島PP、卓話よろしくお願いします。 

                 波多野 真 君 

中島先生よろしくお願いします。 

                 近藤 和彦 君 

                                  

今日も元気で！   

照井 通夫 君 市川  孝 君 原田 好展 君 

内海 辰巳 君 高山 光雄 君 稲吉 將秀 君 

國田武二郎 君 大野 和宏 君 山内 佳紀 君 

伊藤 康司 君 金井 和治 君 阿萬 裕子 君 

山北 秀和 君 田中 秀典 君 北園 守生 君 

入谷 宏典 君 栗田 和典 君 川瀬  公 君 

三治  明 君 杉本 敦永 君 太田 哲郎 君 

武田 英昭 君 串田 正克 君 中林 正人 君 

   

 

本日の協力 3１名   5０,000円  

本年度の協力累計         7６2,000円  

 

 

 
 

会員卓話 中島 俊朗 君 

「会員増強セミナー報告」 

 

 
 

                             

― 会員増強の推進について ー  

 

本日は会員増強委員会担当の会員卓話となっています。

8月の全員協議会に続き少々堅苦しいとは承知していま

すが、再度この件に関するテーマで与えられた時間を活

用させていただくこととします。 

  

先日地区から７月16日に行われた地区会員増強セミナ

ーのDVDの配布を受けていますので、それを活用し皆

様に案内させていただきます。 

そして、本年度に関する取り組みについて一層の御協力

を仰ぎたく少し御説明をさせていただきます。 

 

以下の次第で会を進めてまいります 

 

１、DVD映写にて 

①地区アンケート調査結果について 

 ・勧誘方法  ・若い世代の会員増強の取り組み 

 ・会員の種類 ・入会の理由 ・入会金・年会費  

・メイクアップ 

 ・例会 ・コロナ対応 ・開催場所  

・開催時のレイアウト ・食事代 ・会員数 など 

 

②近年のRIの会員増強に関する規定審議会の状況 

 ・ 会員の種類について 

 

③会員増強事例報告 

 ・ 拡大例会について 

 

２、昨年度空港RCの取り組みについて 

 

３、今後について 

  会員増強リーフレットの作成 

  増強のための拡大例会の開催 

  中期的増強推進会議（仮称）の設置について 

 

以上ご案内、説明をし、コロナ禍での推移を視野に入れ

ながら、会員の皆様の一層のご協力 

をお願いします。 

 

 

 
山北カウンセラーより張 申童さんへ 


