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疾病予防と治療月間
月間テーマ（12月）

第1271回（本年度 第21回）例会

会長挨拶
会長　木村 眞敏

本日のプログラム

次回 12/12 のお知らせ
♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　委員会報告
　各委員会委員長
■次年度総会
■第7回1月度理事会
　13：40～　サファイアルーム

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　フレイル予防に認知症（ニ）
　　　　予防（ヨ）活動（かつ）
　担当：下岡 陽一郎 会員
　講師：一般社団法人

認知症予防活動コンソーシアム
歌丸 和美 様

先週の11月23日は勤労感謝の日でした。そこで、日本人の勤労観に
ついてお話ししようと思いますが、その前に、まず、欧米人の労働観に
ついておはなしします。

旧約聖書では、エデンの園に何不住なく暮らしていたアダムとイブ
が、神の言いつけに背いて禁断の果実（分別の果実）を食べてしまっ
たため、男は罰として一生労働し負ければならなくなりました。つま
り、欧米人の労働観は神から与えられた罰であり苦痛なのです。英語
の辞書で「レイバー」とは、苦しい仕事という意味があります。

一方、古事記によると、神々は高天原において、田植えや稲刈りをし、



養蚕や機織りをしているのです。つまり、日本の神々
は働いておられるのです。従って、我々人間が「働くこ
と」は神々と一緒になること、神々と出会うことであり
ます。労働は神事なのです。

11月23日は新嘗祭であり、農作物の収穫に対する神
への感謝祭なのです。農業は神事なのです。杜氏や
刀匠は、酒造りや刀鍛冶の職場に注連縄を張ります。
注連縄とは神聖な場と俗な空間の境をしますもの
で、結界と言われています。酒造りや刀鍛冶も神事な
のです。つまり、物づくり、工も神事なのです。商家の
暖簾も商いが神聖な場を示す結界でした。商業も神
事であったのです。

17～18世紀の日本に、鈴木正三（禅宗の坊さん）と
石田梅岩（商人出身）という偉大な革命的思想家が
出て、農業、工業、商業に専心することは仏道修行で
あるとし、資本主義の基本である勤勉の思想を用意
したのであるが、これらも、日本古来の「労働は神事
である」という思想的伝統から来たものなのである。

■本日の卓話は高島会員の担当です。
　ワインのお話、楽しみにしております。

■続きまして12月5日（木）の卓話は下岡会員の卓話
です。宜しくお願い致します。

■12月7日（土）は社会青少年委員会担当の「成美学
寮 餅つき支援」の日です。
　12時半集合、午後1時開始です。
　後程井本委員長からアナウンスがあります。

■12月12日の例会の日は各委員会報告及び次年度
総会を予定しております。

■12月13日（金）・14日（土）は、お渡ししている名札
が必要な地区大会です。
　12月13日（金）の分科会・14日（土）の本会議と公
開シンポジウムが予定されています。
　特に、2日目（14日）のクラブ名点呼の際に多くのメ
ンバーを揃えたいので、この日の12時50分には現

2019-20年度第1270回（第20回例会）
幹事報告 (11/28)

幹事  安達 昌弘

地にお願い致します。
　会長と僕が中之島の皆さんを国際会議場の席に
て待っております。

■12月19日（木）は、今年最後の例会です。例会後、
クリスマス家族会が開催されます。
　例会開会は午後6時、クリスマス家族会の開会は6
時半となっております。

■さて新年ですが、来年の第1回目の例会は1月9日
（木）となっております。
　この日は、会長・幹事の新年の挨拶を予定しており
ます。

■1月16日（木）新年の卓話の第1回目は村上会員の
担当です。よろしくお願いします。

■1月23日（木）は職業奉仕委員会担当のクラブ
フォーラムです。
　辻 義光委員長、よろしくお願いします。

■早いですが、来年の1月の最終週は夜例会の後、
上半期新入会員歓迎会です。
　たくさんの新入会員を歓迎したいと思っています
ので、会員増強の方よろしくお願い致します。

ライトミール
ちらし寿司　峰岡豆腐　赤出汁　コーヒー

本日のメニュー

Congratulations!

米山奨学委員会より早瀬会員が「第35回米山功労者
メジャードナー」、北村会員が「第10回米山功労者

メジャードナー」の表彰を受けました。



躍進するドイツワイン

担当 ： 高島 凱夫 会員、講師 ： ヘレンベルガー・ホーフ株式会社 会長　山野 寿 様

卓話をさせていただく機会をいただきまして誠にあ
りがとうございます。
高島様がガバナーをされました2012-2013年度、私
は茨木東RCの会長で、以来パストガバナーの高島様
には大変お世話になっております。
皆様はそれぞれドイツワインに対するイメージをお
持ちのことだと思いますが、私自身1970年代のドイ
ツワインからはとても想像もつかない変貌ぶりに驚
きとともに、大いに満足しております。
今日は皆様に一人の類まれといいますか稀代のドイ
ツワインの醸造家とそのワイナリーについてお話を
させていただきます。その醸造家の名はベルンハル
ト・フーバー。ワイナリーはヴァイングート フーバー。
ワイナリーは南ドイツ、南はスイスとの国境バーゼル
には列車で20分程度、西はライン川を越えればすぐ
フランスのアルザス、フライブルクの街から車で北へ
約15分といった黒い森の麓のマルターディンゲン村
にあります。
ベルンハルトが父親ヘルムートさんから家業を引き
継ぎましたのは、ベルリンの壁が崩壊する2年前の
1987年。長年の夢であった自家栽培、自家醸造を行
うヴァイングート（ワイナリー）を立ち上げる。
彼はピノ・ノアールに途方もなく魅せられ、ブルゴー
ニュに負けない、それを追い越すほどのピノを造る
強固な思いを貫き、わずか20年で世界レベルのス
テージに駆け上がった稀代の醸造家です。
彼との出会いは何とも不思議で運命的な思いがいた
します。
1995年、阪神淡路大震災で神戸の弊社事業所は罹
災し、急遽茨木市に移転。大変な状況の中、お得意様
からワイナリーを巡るツアーを企画して欲しいとの
たってのお願いがあり、気乗りはしないまま同行しご
案内することになりました。一行をあちこちのワイナ
リーへご案内し空港でお見送りし、次に沖縄からフラ
ンクフルトで催される秋のメッセに来られるお客様を

待つことになりました。時間つぶしに市内を当てもな
く散歩していますと、飲食専門の書店があり、ふと目
に留まった1冊の専門誌。
「1995 Gault & Millau Weinguide Deutschland」。
この年初めて出版され、それにはドイツのすべてのワ
イン生産地帯の優秀なワイナリーが評価とともに網
羅されていました。それまで弊社はエージェントを通
してワインの輸入をしていましたのでドイツワインの
生産者の全体像が把握できていませんでした。
私にとりましては目から鱗が落ちる、まさしくバイブ
ルとなりました。
1996年からこの本を頼りに、フランクフルトでレンタ
カーを借り毎年各地の醸造家を訪問することとなり、
気に入ったワインを自身で選び、ダイレクトに買い付
ける方針に転換いたしました。
不思議なことに、当時フーバー醸造所はこの本では
評価は高くはありませんでしたが、初年度にフーバー
ワイナリーを訪ねています。
なぜ訪れたのか、その訳が思い出せません。「運命的
な出会い」としか言いようがありません。テースティン
グをしたすべての味わいに衝撃を受け感動したこと
は今もしっかりと覚えています。
彼が醸し出すワインの味わいは無論のこと、彼の品
性の豊かさに取りつかれ、毎年ワイナリーには立ち
寄り、共に働く喜びを互いにかみしめ合うこととなり、
2000年には「なぜこれほどのワイン造りができるの
か」体感するために一年間彼のもとでブドウの栽培、
ワイン造りを研修することとなりました。
彼は私より15歳年下で、私にとって兄弟であり息子
のような思いでいましたが、残念ながら2014年55歳
の若さで亡くなってしまいました。
18年間にわたり飛躍し続けたベルンハルトとともに
仕事ができたことを今は感謝しております。
現在、息子のユリアンが父の遺志を引き継ぎ、周りか
ら父ベルハルトを超えるのではとの評判を得ながら
ワイン造りに心血を注いでいます。
これからリリースされるワインは大いに楽しみであり、
どこまで飛躍するのか目が離せません。
これまでを振り返りますと、阪神淡路大震災でもはや
これまでと、一旦は継続を諦めるほどの弊社は大き
な打撃を受けましたが、震災がなければ、「Gault & 
Millau Weinguide Deutschland」を手にすることも
無く、ベルンハルトや他の優れた醸造家に巡り合える
こともできず、恐らく茨木東RCのメンバーにもなれず、
今日皆様に卓話をさせていただく機会もなかったは
ずです。思えば不思議なご縁です。
ノーベル文学賞を受賞されました川端康成さんがつ
くられた「有由有縁（ゆうゆううえん）」という言葉があ
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●出席報告
会員数 36名 国内ビジター 2名
名誉会員数 5名 外国ビジター 0名
免除会員 1名 国内ゲスト 0名
出席者 32名 外国ゲスト 0名
欠席者 4名

出席率 88.88 %
11月7日の修正出席率 100 %

●メイクアップ
藤本 淳司 10月13日 ガバナー杯野球大会
下岡 陽一郎 11月  2 日 ガバナー杯野球大会
津崎 慶一 11月  2 日 ガバナー杯野球大会
嶽下 勇治 11月  6 日 IM6組六輪会

木村：寒くなりましたね。ニコニコ

辻（一）：寒いですね。ニコニコ

辻（義）：ニコニコ

高島：①茨城東RC山野様、卓話よろしくお願い申し上
げます。
②阪上様、ようこそ大阪中之島へ
③結婚祝いのお花、ありがとうございました。

嶽下：喘息です。ニコニコ

前田：先週大手前病院におりました。欠席のおわび

村上：今日は朝より昼からが寒いそうです。体調管理
に気を付けましょう。

上山：裏を見せ　表を見せて　散る紅葉　　良寛

西田：本日の卓話高島さん、楽しみです。ニコニコ

戸田：寒くなりましたね

茨木東RC　山野 寿：
つたない卓話をお聞きいただきありがとうござ
います。

本日合計 : ￥24,000
累　計 : ￥671,500

●本日のビジター
ゲストスピーカー  茨木東RC 山野 　寿 様
茨木東RC 阪上 博史 様

ります。
「人と人、人とものごととの出会いに偶然はない。す
べて理由があって縁を結んでいるのである」。まさし
くその通りだと実感いたしております。
通常はワインをテースティングしていただきながらお
話をお聞きいただくのですが、今日はワインをお飲
みにならずにお付き合いをいただき申し訳ありませ
んでした。2020-2021年度は私どもの親クラブ茨木
RCの簡さんがガバナーとなります。RI会長代理歓迎
晩餐会を私が担当させていただきます。
大阪中之島RCのお席に特別にグランヴァンをサービ
スさせていただきますのでふるってご参加ください。
お待ちいたしております。

追記
1970年代のドイツワインからはとても想像もつかな
い変貌をなし得たのは、以下の6つの要因がうまく連
携機能した賜物と考える。
変貌をさせた要因
1．世代交代　量から質へ
2．イメージしたワイン造りに取り組む醸造家の出現

3．食のグローバル化
4．郊外のオーベルジュ（Hotel&Resturant）が元気
シェフ・シェフインとのワインについての本音の
意見交換

5．VDP連盟
Verband Deutscher Praedikatsweingueter
ドイツ高品質ワインの生産者連盟　現在203社
切磋琢磨

6．多彩な友人に恵まれている

●誕生日
小林 俊統 ［6日］
西田 末彦 ［23日］

●事業所設立記念
栗山 博道 栗山診療所［平成19年］

Congratulations!12月のお祝い12月のお祝い



ホテルにて朝食

ダナン病院へ視察、式典など

ダナンにてフリータイム

メルキュールホテルにて夕食懇親会

《ダナン市内泊》

関西空港をベトナム航空にて出発

ダナン空港にて入国手続き

タクシーなどにて市内へ

午後、ホテルチェックイン

《ダナン市内泊》

旅程Ａ　ダナン日程表 5日間

09：30

12：55

関西空港

ダナン

訪問都市

1日目
　1月12日（日）

2日目
　1月13日（月）

VN337便

タクシー等

現地時間 交通機関 スケジュール月　日

ホテルにて朝食

ダナン病院へ視察など

ダナンにてフリータイム

《ダナン市内泊》

3日目
　1月14日（火）

4日目
　1月15日（水）

ホテルにて朝食

ダナンにて終日、フリータイム
　***お部屋は18時までのレイトチェックアウト***

夕刻、ダナン空港へ

ベトナム航空にて帰国の途に　《機内泊》

早朝、関西空港到着後、入国・通関手続き
5日目
　1月16日（木）

午前

午後

夜

ダナン

タクシー等

午前

午後

ダナン

タクシー等

終日ダナン

00：20

07：00

ダナン

関西空港

VN336便

※上記日程表に記載の時間は、令和元年10月10日現在の資料を基に作成されています。
※各交通機関などのスケジュール変更などにより、発着時刻も変更される場合があります。その場合、観光地の内容や時間などにも変更
が生じる場合があります。ご了承ください。

ご旅行費用：
142,000円／エコノミークラス運賃（別途13,570円／空港諸税など）
221,000円／ビジネスクラス運賃（別途13,570円／空港諸税など）
248,500円／同上・バスタブ付きのお部屋利用
※旅費に含まれるもの
　往復航空運賃・宿泊代金（4日目18時まで）、朝食代金、添乗員経費
※旅費に含まないもの
　昼食、夕食代金、ダナンでの夕食懇親会費用、ダナンでの空港／ホテル／視察病院の移動費用

ダナンホテル：グランドメルキュールダナン Grand Mercure Danang
（シングル利用）ダナン国際空港（DAD）から車で10分。ダナンの中心、HAN川に浮かぶグリーン・アイランドに位置した高級リゾート・ホ
テル。客室はスーペリア仕様でスイートを含むスペイシャスな272室。

ベトナムへの入国に際して：
◎入国ビザ無しの場合（15日以内の観光、業務目的）
入国時に旅券の有効残存期間が6か月以上必要。
直前の出国日から30日以内にベトナムに再入国する場合は査証が必要。

◎15日以上の観光、業務目的の場合、入国ビザの取得が必要
入国時に旅券の有効残存期間が3か月以上必要。
そのほか、ビザ申請に必要な書類・条件は、お問い合わせください。



ホテルにて朝食

『ミトーメコン川クルーズ＆クチトンネル』日帰り観光
ホーチミンから2時間の郊外のジャングルでメコン川のク
ルーズを楽しみ、ベトナム戦争当時、南ベトナム解放戦線の
基地クチでは、クチトンネルを見学します

《ホーチミン市内泊》

関西空港をベトナム航空にて出発

ホーチミン空港にて入国手続き

ホーチミン到着後、市内観光にご案内します
◆戦争証跡博物館　◆統一会堂　◆サイゴン大教会
◆ベンタイン市場　◆中央郵便局　◆タンディン教会

夕刻、ホテルチェックイン　《ホーチミン市内泊》

旅程B　ホーチミンとダナン日程表 5日間

10：30

14：30

午後

夕刻

朝

終日

朝

09：30

10：50

夜

終日

夕刻

夜

00：20

07：00

関西空港

ホーチミン

ホーチミン

ミトー
クチ

ホーチミン

ホーチミン

ダナン

ダナン

ダナン

関西空港

訪問都市

1日目
　1月11日（土）

2日目
　1月12日（日）

VN321便

専用バス

専用バス

(昼食付)

専用バス

国内線

タクシー等

タクシー等

VN336便

現地時間 交通機関 スケジュール月　日

ホテルにて朝食

チェックアウト後、空港へ

国内線にてダナンへ

ダナン着後、病院へ

ダナン病院へ視察、式典など

メルキュールホテルにて夕食懇親会

《ダナン市内泊》

3日目
　1月13日（月）

4日目
　1月14日（火）

ホテルにて朝食

終日、ダナンにてフリータイム
　***お部屋は18時までのレイトチェックアウト***

市内レストランにて夕食

夜、ダナン空港へ

ベトナム航空にて帰国の途に　《機内泊》

早朝、関西空港到着後、入国・通関手続き
5日目
　1月15日（水）

※上記日程表に記載の時間は、令和元年11月21日現在の資料を基に作成されています。
※各交通機関などのスケジュール変更などにより、発着時刻も変更される場合があります。その場合、観光地の内容や時間などにも変更
が生じる場合があります。ご了承ください。

ご旅行費用：
243,000円／ビジネスクラス運賃（別途13,570円／空港諸税など）
39,200円／シングル追加代金
※旅費に含まれるもの
　往復航空運賃・宿泊代金・ダナン宿泊時（18時00分まで）、朝食代金、観光時の昼食代金、ホーチミンでの観光・送迎費用、添乗員経費
※旅費に含まないもの
　観光時以外の昼食、夕食代金、ダナンでの夕食懇親会費用、ダナンでの空港／ホテル／視察病院の移動費用

ホーチミン：ロッテ・レジェンド・ホテル・サイゴン LOTTE LEGEND HOTEL SAIGON
サイゴン川を臨む最高の立地を誇るデラックスホテル。ドンコイ通りにも徒歩圏内で便利。日本企業が集まるエリアにも至近
です。全客室に洗浄便座を完備しインターネット接続も無料。日本語放送も視聴可能です。日本人スタッフ在勤です。

ダナン：ヒルトン・ダナン Hilton Danang
市内中心部かつハン川沿いという絶好の立地を誇るヒルトン・ダナンは、28階建で、川の素晴らしい眺めをお楽しみいただける
220室のスタイリッシュな客室、モダンなレストラン＆ルーフトップバーをご提供しています。ハン橋付近に位置し、活気あふれる
賑やかなバクダン通りもすぐ近く。ダナンビーチへも車で8分という理想的な立地を誇ります。

ベトナムへの入国に際して：
◎入国ビザ無しの場合（15日以内の観光、業務目的）
入国時に旅券の有効残存期間が6か月以上必要。
直前の出国日から30日以内にベトナムに再入国する場合は査証が必要。

◎15日以上の観光、業務目的の場合、入国ビザの取得が必要
入国時に旅券の有効残存期間が3か月以上必要。
そのほか、ビザ申請に必要な書類・条件は、お問い合わせください。


