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《ビジター》 なし

《本国のお祝い》

お誕生曰

4月 9曰 神野一成 君
4月 ll日 小林 倉1君

《会長挨拶要旨》

天使の分け前

1 『マッサン』のブームで

ウイスキー人気だそうです。

私も『天使の分け前』とい

う映画を観たこともあつて

スコンチウイスキーをスト

レー トで祝ネをあげたりし

ています。『天使の分け前』

という映画は若者 3人 と少女が 50年物の 「モル トミルJ

の構からわずかボ トル 3本分の量のウイスキーを失・lkし て

盗み出す話で そこに様々の人間模様が描かれています.

映画の中では その貴重な機から盗み出したわずかボ トル

3本分のウイスキーを 「天使の分け前Jと 呼んで きさや

かなしあわせを掴むというス トーリーになっています。

2 ところで 「天使の分け前Jと は ウイスキーを木の構で

熱成させる過程で 1年間に2%に どのアルコールが減少す

る その失われるウイスキー分のことです。 1年に約 2%
ですから 10年物のウイスキーでは 18%か ら34%分減つて

しまう計算になると言われています.つまリス使がこの分
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の蒸気となつて消えてゆくウイスキーを楽しんでいると訳

です。

3ウ イスキーの原酒はアルコール度が 60度 といわれており

熟成の間に「天使の分け前Jでアルコール分が蒸発し57～

59度 くらいとなり、これを直接瓶詰めしたものが「カスク

ストレングス」というものです。 「カスクストレングスJ

を味わうには 4段階の楽しみ方があります。

① lセ ットロにはストレー トで味わいます。ス トレー ト

の持つ香りが楽しめます。② 2セ ットロには 水 1～ 2適

を加えるとウイスキーの味わいがかなり変わり、さらに楽

しめるといいます。③テイスティングのときは、ウイスキ

ーと水を 1:1で害1る といいと言います。①最後に、ロッ

クやハイボールで楽しみます。

4 熟成期間の長いウイスキーの値段が高いのは 「天使の分

け前」があるからだと言われています。天使の分け前を天

使に差し出すことでウイスキーは檸の中で琥I自色に変わり

味わい深くまろやかになってゆくのです.

5 『天使の分け前』の話は 富やしあわせを独り占めにし

ないことで つまり しあわせのおすそ分けをすることで

人はもっと大きなしあわせを手に入れることができること

を教えてくれているように思います。

伊集院静は今年 4月 1日 の日経新聞に 「疲れたら、夕暮

れ、一杯の酒を飲めばいい。酒は打ち砕かれたこころをや

さしく抱いてくれるものだJと 言っています。

春の宵、一杯の酒に,心 ゆらして 「天使の分け前」に想い

をはせてみたらいかがでしょう.

≪ガバナー補佐来訪》 ガバナー補佐 由利浩志 君
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皆 さんこんにちは.久
しぶ りにホームクラブにお

邪魔をしたという感 じです

けれ ども、先々週から第二

回のガバナー補佐公式訪 P.5

をさせていただいてお りま

す.ガバナーからは最終的
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結婚記念 日

4月 9日 浅野裕史 君

4月 13日 鳥屋原昇 君

4月 15口 足羽市治 君
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に本年度新会員 200名 お入れする目標を立てた訳ですけれ ど

もこのことだけは最後までお願いをしてくれと言われてお り

ます。 2月 末現在で地区としては 152名  その中で静岡第四
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分区は20名 新しい会員が入られており、その後 4名位入会が

決まっております、最終的には 24、 25名 位の線で地区内でも

優秀な分区になると思います.ガパナーが新しい会員をお迎

えする手段として4月 3日 の静岡新間の朝刊に広告を載せさ

せていただきました。浜松は中曰新聞、それから伊東までは

静岡新間、伊豆半島は伊豆新聞、この 3紙にお願いをしまし

た。日頃ロータリー活動の取材に大変お世話になっているお

ネLの意味も込めて掲載をお願いしたいというのが岡本ガバナ

ーの考え方です。内容は一般の方に解つていただきたいとい

う考えで今回は「ロータリーをご存知ですか?Jと いうタイ

トルで誰が読んでも解る広告とさせていただきました。今 日

ガバナー月誌の4月 号が入つておりましたが、ここに掲載さ

れている写真は各分区持ち回りということで、すつと依頼を

受けておりました。今月やつと当第 4分区の担当ということ

で清水中央ロータリークラプの林幹事に写真を提供していた

だいて 分区から見た富士山という事で、薩基峠の写真を載

せさせていただいたという事でございます。以上で私からの

ご挨拶を終わらせていただきます.

《スマイル報告》

川口 尚宣 君   3/28浅畑,清掃に参力1さ せて頂いた

際、小学 3年の息子といつしよに行きま

した。他に小さい子供さんがいなかつた

からか、当日SBSテ レビのニュースと

翌日の静岡新聞朝刊に写真付で記事にし

て頂きました.奉仕と共に良い想い出に

なりました。感謝してスマイル致します。

相原 雄治 君   由ホ1ガバナー補佐の公式訪間、そして清

水ロータリー佐野幹事の卓話さらには、先

週の観桜会での規睦活動グループに感謝し

てスマイルしま丸

伊藤洋 HF.君   本 日、由利ガバナー補佐の訪間に感謝

し、また先日の観桜会が楽しい会になつ

たこと、そして 規睦活動グループのご

苦労におネしを込めて、スマイルします。

自利 満志君   清水ロータリークラブ 佐野幹事に大

変ビ無理をお願いして卓話に来て頂きま

した。厚く御ネし申し上げます。
新間 桂子 君

く来費卓話》

『芝生とスポーツ』

清水ロータリークラノ

4月 7日 に予定よりlヶ 月早く二人目

の孫が生まれました。2,222gと いう几帳

面なゾロロで生まれてきましたが家族は

てんやわんやの毎日です。

自利ガバナー補佐の来訪を歓迎しスマ

イルします。

誕生祝品ありがとうございました。歳を

重ねる度に気は若くしようと誓つていた

ところ、お陰様で精神年齢は順調に低年齢

化しています。

息子二人が、同時に入学しました。これ

から二世帯生活となり、生活費が苦しくな

ると思いますので、スマイルできるうちに

しておきます。

先 日の 4月 5日 、無事にリニューアル

オープンする事ができました。お忙 しい

中お越し頂いた多くの皆様、本当にあり

がとうございました。これからは主に料

理で静岡らしさを表現しつつ、芸妓等の

静岡文化も大切に守って行ける様がんば

つて行きたいと思います。また先週の観

桜会では、大角会員の「かわいがりJあ
りがとうございました。妻も大変よろこ

んでおりました。

結婚記念 日に綺麗なクレマチスを頂き

有難 うございました。また観桜会には家

族 5人で参加させて頂き、こども達もと

ても喜んでいました。春休みの良い思い

出になつたと思います。

結婚して 44年昨年大病を患い、家内に

感謝感謝。ロータリーから花を贈られ再

認識しました。又今日は 74歳の誕生日を

迎え、これからも家内の尻の下に歎かれ

円満に過ごしていきます。

幹事 佐野 忍 君

清水ロータリークラブ本

年度幹事をやってお ります

佐野忍と言います。

芝生とはいったいとうい

う物なのかと言います と実

は芝生という名前の植物は

存在 しない。ある状態の物

古橋 円1俊 君

月琳 創 君

を芝生と言います。 日本平の芝は何を使つているのと言 うと

暖地型のハイブリット品種であるティフ トンの419と 言 う芝

です。ティフトンという芝の性質は株 り切れ、回復力に強い

芝です。今、日本のサッカー場の芝生の整備工法はほとんど

がビックロールエ法です。新しく芝を敷いてから2週 間位で

'ッ
カーの試合が出来ます。今この工法が主流になつていま

すが、欠点は工事金額が高く l llr 4500円 、サッカー場で計算

すると貼るだけで 4000万 円位する凄く高い工法です。もつと

安い方法は無いのかというとボットとか撒芝という工法もあ

り、金額は l nl 1000円 以下で出来るが但し3ヵ 月位スタジア

ムが使えません。日本平スタジアムの特徴は全部砂で出来て

いて上を一切使っていません。もう1つの大きな特徴は炭を

使つていることで、雨水を地下に溜めて、それを撒いている。

循環させているので水道代は0円 。ろ過するために炭を入れ

て尚■つ炭には殺菌効果もあります。

この図が新国立競技場の外観でこれが上から見た図で陸上

サッカー、ラクビーをと3つのパターンがあます。

ラクビーはすごく大きく会場を使い陸上の トラックをはみ

出します。2019年にラクビーで会場を使用した後に トラック

を作らなくてはならないが時間がなくて間に合わなくこの間

題が未だ解決されていません。

最後に東静岡の新スタジアムの構想です。日本平のスタジ

アムには屋根が無く、もう作れない。お客様も2万人で将来

Jリ ーグは 3万 5千人レベルと言われています。最後、東静

岡スタジアム実現に向けて私は本当に努力しないといけない

立場なので、皆さんどうぞよろしくお願いします。

小山 宏之 君

冨井 ―矢 君

望月 康弘 君

神野 一成 君

く出席報告》

会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

4/9 51(49 5

4/2 51(48 9

3/26 53(52 7 3 ,4 23%

3/19 53(52 8 3 5 90 38%


