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みんなで声をかけよう ロータリーの活力はやはり会員です。クラブ新会員を ！
ロータリーに入会するとどんなメリットがあるだろう

か？
① 職業倫理の確立で社会人として国内外で信用される。
② 世界に気軽に話しあえる友人が出来る。
③ いろんな職業の人と毎週つきあう機会がある。

。 。④ 人脈は急に無限にひろがる 仕事にもプラスに なる
⑤ 人とのつきあいや話術が上手になる。
⑥ 年寄りや若者とのつきあいも上手になる。
⑦ 苦手の人間がなくなる。
⑧ 人間のスケールが大きくなる。
⑨ 多忙人間に人生を省みる機会をあたえる。
⑩ 奉仕の尊さをしる。
⑪ 家族子弟にも新しい友人ができる。

、 。⑫ 国際的友人も増え 世界的視野をもった人間に なる
⑬ 健康財産管理などに損得をはなれた友人をもてる。
① 年をとっても、人生は充実している。

まだまだ沢山あります。

炭谷 亮一ガバナー補佐からのたより 「金融政策」

１１月３日、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）リーマンショック後の第１弾の金融緩和策につづいて「失望するほ
ど景気回復が遅い」と言うコメントと供に、７３兆円の第２弾の金融緩和策を決定した。

米国債や住宅ローン担保証券を買い取り、市場に潤沢に資金を供給して景気回復の後押しとデフレ懸念への対処
が必要を判断した為である。
前月に日銀は、かつてのお家芸“ゼロ金利政策”を復活させ、５兆円規模の基金をつくって国債、社債更には投資
信託までも買い上げると発表した。私は日銀の金融政策としては画期的な出来事だと思っている。しかし、米国の
金融緩和策と比較して余りにも小規模すぎるのではないかと考えている。日本は、米国との経済規模の１／３とす
ると、米国の金融緩和策の水準で行くと、５兆円ではなく２４兆円
程度が必要となってくる。私は、日銀に言いたい “日銀よ、失敗を。
恐れずもっとスピーディーかつ大胆にやれ”と。そして、日本に景
気回復をもたらしてほしいものだ。
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点鐘
『それでこそロータリー』ロータリーソング

四つのテスト
今年のノーベル受賞式には中国の方がい会長挨拶：

らっしゃらなかったと言う事がちょっと悲しく感じまし
た。

今日は（卓話者）梁井 宏（やない ひろし）様をお迎えしています。ゲスト紹介：
なしビジター：

《 食 事 》
幹事・委員会報告

① 皆さん今晩は 先日の地区大会で私どものクラブが一人 ドル達宮永満祐美幹事： 100
成と言うことで表彰されました（毎年あなたも１００＄を！達成クラブ 。そしてバナーが来）
ております。見て下さい。②前回おまわししましたが奄美の災害の募金箱です。２辺回して
寄付にします。③ 月の出席率が出ましたが、９月よりも良くなりまして ％に近くなりま10 80
した。有難う御座います。④来週はまた地区大会の実行委員会ですのでよろしく御願い致し
ます。⑤先日の東京世田ヶ谷中央クラブの方から皆さんお一人づつ「雷おこし」のお土産を
いただきましたのでまだお持ち帰りでない方、お持ち下さい。⑥私どものクラブに来ました
スエーデンの招待状はあと一回のみで （祝）ですのでお持ち帰り下さい。⑦来週に私と11/23
金沂秀さんのそれぞれの紹介の新入会員候補の方がいらっしゃいます。温かくお迎えどうぞ
よろしく御願い致します。お二人とも女性です。

ニコニコＢＯＸ
¥12,000- ¥352,919- ¥3,744,206-本年度累計 残高

梁井様ようこそ。卓話宜しくお願い致します。先日は、世田谷中央ＲＣの合同例会お疲れ様でし藤間会長

宮永幹事 岩倉会員た。 今週、金沢ＲＣにメーキャップしてきました。いろいろ教えて頂きました。

梁井様、本日の卓話宜しくお願いします。 合同例会御苦労様でした。梁井さん、本日は無理を金会員

聞いて下さり、有難うございます。２０年前の品格のある酒の飲み方を教わりましたのに、相変わらずです。

炭谷会員 多田幹本日は宜しくお願いします。 梁井様、今夜はようこそ。卓話楽しみにしています。

梁井さんようこそ。お久し振りです。卓話楽しみにしています。 梁井宏様ようこそ。卓話事 西村会員

楽しみにしています。 梁井様、ようこそ。土田会員

「 日本人はどう酒を飲んできたか 」 梁井 宏（やない ひろし）様講話の時間

金沂秀会員 今から 年以上前だと思いますが、あるところでお講師紹介 20
酒を飲む会がありました 「ルート３」の会とか言いまして、梁井さんと国本先。

生のお酒を慈しんでいるような飲み方が印象的でした。

年 月 日兵庫県西宮でお生まれになりました。 年京都府立大学農1941 12 18 1965
学部卒業、同年福光屋入社、 年常務取締役となられ、 年同社退職、長1985 2007
期熟成酒研究顧問、北國文化センター顧問、著書は「酒飲みの品格」など書いていらっしゃい

ます。

皆様、今晩は 過分のお言葉をいただき有難うございます。今、紹介いただきき
ましたように福光屋で酒を造ることから売る事まで、 年あまりしていました。私40
は人に自慢出来ることは酒しかありません。お酒の話は飲みながらやると一番いい
のですが、こんな話で嬉しそうな顔をなさった人は大体お酒が好きですね。渋い顔
をされる方はあまり好きではない方か真面目で、酒をのみながらは不謹慎と考えて

おられる方です。
最近いろんなシンポジュウムがありまして、この語源は 「古代ギリシャ時代にスンパシオンという言葉があり

まして、スンは共にと言う意味です。パシスは飲むと言うことです 」古代のギリシャ人は」食事の後、お酒を飲。

回584
（木）2010.11.18

ホテル日航 Ｆ5
15/35 42.86%出席率

９月の出席率 ％72.06
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みながら語っていた様です。本来のシンポジュムはお酒を飲みながらするものであったのでしょう。最近はそんな
事は殆どないですね。飲んでもジュースぐらいで、日本のシンポジュームは「シンポジュース」ですね。
もう一つ例を上げますとペルシャでは国の大事な事を決める時には必ず酒を飲みながら議論して決めました。そし
て決まった事をもう一度、翌日しらふで決定するとの事でした。まあ日本でも国会議員の先生は料亭でいろいろき
めていますね、議事堂は決まったことを読むだけですね。何故酒を飲むと議論が深まるかは人間の脳とアルコール
の関係です。大脳は３つの部分から出来ていまして、脳幹、大脳旧皮質、新皮質です。脳幹は人が生きるための根
本的な物ですが、古い脳は人間の本能を司り、新しい脳は社会生活の知識や智恵や教養を司ります。アルコールは
酒の主成分ですが、大体すぐ胃から吸収され、脳に入るとすぐ働きかけます。正確には脳を麻痺させるのですが、
新皮質を先ず麻痺させます。ほろ酔い気分です。エッチになるのは本能ですね。更に古い脳が麻痺してきますと運
動ももたついたり、更に意識もおかしくなります。更に脳幹まで麻痺すると命が危なくなります。昔は新入社員歓
迎会で一気のみをさせますと死んでしまうこともありました。

理想的飲み方は新しい脳が少し麻痺するくらいです。しらふの時は気遣いばかり多くて本音が言えず議論は深く
なりません。日本の高度成長時代、良く働いたけれど「赤提灯 会議の時より 意見出る」の句のように、 その
ストレスを発散する事でうまくいっていました。最近は人は酒を飲まなくなったと言う事を聞きます。本音が出な
いでタテの繋がりが切れてしまうのです。

日本人はどれだき酒を飲んで来たか？ 酒を飲むぞと言うことは酔っぱらうぞと言う事です。しかしヨーロッパ
の人達には水代わりです。フランスの諺に「世の中には小さな蛙がいる」水を飲むとただごろごろと言う事です。
日本では何故酔っぱらうか？それは水田の米が沢山採れるようにとお祭りをするので、まず祈願し、秋はお礼のお
祭りをします。しかもお祭りは神様へのお酒を造る事から始まります。本祭りがあって後、作った酒を全員で飲み
ます。これで全員が神様と一体化するし、恋人も一体化です。日本人は酒が強い人と少し飲める人、全く飲めない
人（ ％）がいます。白人や黒人は全員が飲めます。お祭りにしらふの人が混じっていますと困るので、無理に飲4
ます事になります。そして集団で酔っ払うし、又日本では酔っ払っての醜態も許されてきました。しかしヨーロッ

「 」 。 。パではのどの渇きを癒すためですから 酒は自分の責任で 飲みます 失敗したら悪の烙印を押されてしまいます
日本では大臣の酔っ払っての記者会見も許されてしまいます。戦国時代に織田信長がヨーロッパからの多くの

宣教師をいれましたが、その文集にルイス・フロイスと言う人が「日本では酒をあたためて飲む。また我々は酒を
飲んで醜態を見せるのは恥ずかしい事なのに日本はそれをむしろ自慢にしている 」と書いています。神様のお祭。
りは粛々とする。それが済んだら無礼講です。平安時代の宮廷でも同じなじ様でした。昭和 年代も同じで、会40
社の慰安旅行はこの無礼講でした。東京オリンピックの時はは街に酔っ払いがいっぱいいては恥ずかしいと言うこ
とになり、迷惑防止法ができました。以来、少しづつ変わってきました。 そして最近の男性はあまり酒を飲まな
いで、むしろ女性が飲んでいる様です。我々酒を造っているものは むしろターゲットを女性に置いています。会

点鐘社経営の皆様是非お酒の飲み方を教えて上げて下さい。

会員消息
主計町に「土家 つちや」完成

920-0902 2-3〒 金沢市主計町
（斎木）phon 090-8097-4702

もとの建物をそのままいかし
た金沢らしい純和風の内装で、
２階は３部屋通して広く、落ち
着いた雰囲気です。
百万石クラブ会員にも憩いの場
となるでしょう。

窓の外の淺野川縁の紅葉は
素晴らしい（１ページ）
会合に是非 気軽にご利用下

さい
（藤間勘菊会長より）

石丸幹夫記2010.11.22


