
 

  

例会記録  

会員総数   44名  出席会員数 32名 

ゲスト       0名  その他      2名 

ビジター    11名  事務局      2名 

海外ﾋﾞｼﾞﾀｰ  0名    出席率   82.55％ 

 ──────────────── 

1 月 21 日 Make-up後の 

出席率 85.56％ 

ポリオ撲滅チャリティー寄席 
平成３１年３月１６日(土)  

１２:３５ 開演 １２:１５ 開場予定   

１６:００ 終演予定 

    於 国立演芸場 

 

ニコニコボックス  

齋藤明子様（東京六本木 RC 会長） 

 本日は大勢でお邪魔いたします。 

中谷会員：ヨーロッパ出張より無事帰国 

新保会員：地区大会ご参加有難うございます。

若林さん、ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰﾃﾞｼﾞｸﾞﾈｰﾄおめでとう

ございます。 

崎山会員：若林さん、ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰﾃﾞｼﾞｸﾞﾈｰﾄ 

誠におめでとうございます。わがクラブの 

誉れです。 

若林会員：地区大会においてだい 2580 地区 

2021～22 年ガバナーの指名を頂きました。 

これから勉強して責任を果たしたいと思い 

ます。皆様のご協力を宜しくお願いします。 

細谷会員：今日は嬉しい給料日！！ 

次回予告  

第24回例会 2019.3.11（＃2230） 

 会場：舞の間 

 例会ホスト・紹介係  吉田君 

       受付係  濱田君  時園君 

       会費係  須藤君 

司会者   齊藤君 

ソングリーダー 木寅君 

 

 卓話 「無病のすすめ」 

     

      手塚 真木子氏 

         紹介者 斉藤会員 

 

  

会長報告 

1） 久し振りの例会です。この2週間のうちに大きな事が有りました。皆様には御連絡をさせて頂きましたが、 

若林英博会員が当クラブ初のガバナーとして誕生することにはなりました。先週の地区大会にて正式にガバナーノミ

ニーデジグネートとして発表がありました。 クラブとしても全面的に支援協力をしていきたいと思いますが、宜しくお

願い致します。 

2） 先月に米寿を迎えられた筒井三郎会員に、お祝いをお贈り致します。 先月のお祝いに間に合わず申し訳 

御座いません。 おめでとうございます。 

3） 本日は、東京六本木 RCより齋藤明子会長をはじめ 11名の皆様が来訪です。 

幹事報告 

1） 皆様、お久し振りです。 この2週間で大変な事がおき、若林ｶﾞﾊﾞﾅｰの決定という 

嬉しいニュースです。今後とも皆様の御協力をお願い致します。 

2） 観桜会が４月３日に変更となりました事は、お知らせ済みですが、みなさま再度 

ご確認下さい。それにともないまして、3月25日・４月１日は休会になります。 

お間違えのないよう宜しくお願い致します。観桜会のご案内は来週配布予定です 

3） 来週は定例理事会が御座います。 

  本日の例会プログラム 

第 23回例会 2019.3.4 （＃2229） 会場：舞の間 

例会ホスト・紹介係 地引君  会費係  秋山君 

受付係   後藤君  藤谷君 

 司会者 齊藤君  ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 木寅君 
 

卓話 「世界を巡る三角関係」 
危機管理ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ 半田 亜季子氏 

紹介者 齊藤会員 
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Be    the    Inspirasion 
    インスピレーションになろう 

 

東京麹町ロータリークラブ    

 前回の報告  

第 22回例会 2019.2.25 （＃2228） 会場：舞の間 

例会ホスト・紹介係 駒井君  会費係  時園君 

受付係   荘村君  浅野君 

 司会者 須藤君   ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 薗君 
 

卓話 「耐震化について」 
 

㈱綜企画設計 澤本 清史会員 

 

 

 
 

 

 

 

  2018〜19 年度年度 

国際ﾛｰﾀﾘｰ会長   Barry  Rassin 



 
 

  
 

  

 

ミス日本酒 Miss SAKE 

2018年度ミス日本酒 須藤 亜紗実様（1/28卓話） 

 

皆様初めまして。2018 ミ

ス日本酒の須藤亜紗実と

申します。このたびはこの

ような機会を頂戴すること

が出来大変光栄に思って

おります。本日はミス日本

酒の活動について皆様に

ご紹介をさせていただけたらと思っております。 

 ミス日本酒は一般社団法人ミス日本酒の大会主催及び 

運営により、『日本酒を通して日本文化の魅力を国内外

へ発信するアンバサダー』として活動を行っております。 

私達の社団は 2013年に設立され、6年目を迎えました現

在では国税庁、外務省、農林水産省など全七つの省庁 

様からもご後援を頂き、国内外にて日本酒・日本文化に

関する啓発活動や日本への観光誘致活動を４００件以上

行わせて頂いております。日本酒は、古くから祭り事や 

神事をはじめ私達日本人の社会生活と深く結びついてき 

た伝統文化であり、同時に、技術発展や革新を伴った極 

めて現代的側面も持っております。それゆえにミス日本の 

活動は極めて多岐にわたっており、日本酒の魅力を伝え

る活動を主軸に捉えつつも、伝統文化、食文化、農業、漁

業、地域振興、観光誘致等に関わる活動、そひて国内外 

の様々な催しでの日本文化発信等、実に多様な活動をさ

せて頂いております。 

 例えば、いくつか例を挙げさせていただくと、河野太郎 

外務大臣がご主催なさった『太平洋・島サミット 歓迎レセ 

プション』や TOKYO2020に向けて海外メディアを招き開 

催された『TOKYO 2020  1st  World  Press Briefing 

Receptin』などの省庁様ご主催のイベントにて、海外の

方々に日本酒を振舞わせて頂き、日本酒・日本文化の魅 

力発信を行わせていただいております。また、日本酒と一

見関係のないように思える日本の企業様が、海外の方々

に向けて行う新商品発表などのレセプションにおいて、従

来ならばシャンパンで乾杯をしていたところを、鏡開きとを

行い日本酒を木升にて味わって頂き、日本文化とともに

日本の商品の魅力を感じていただく、そういったお手伝い

もさせていただいております。 

 またこうした各種イベントに参加するのみではなく、「日

本酒の命」とも言える「お米」、そして農業の大切さを知る

べく、活動の中では実際に毎年酒米の田植えや稲刈りに

も参加させていただき、日本酒づくりに欠かせない農業の

大切さを伝えていく活動も行っております。 

 そして、２０１３年にユネスコ無形文化遺産にも登録され

た「和食」が近年世界的に注目されていること、そしてラグ

ビーワールド杯や TOKYO2020を前に、「日本」という国へ

の世界的注目度が高まる中で、２０１８年は海外での活動

も数多くさせて頂きました。海外の活動の具体的な例とし

ては、海外で行われる日本酒の各種テイスティングイベン

トに参加させて頂いたほか、在北京日本国大使館や在イ

ンド日本国大使館にて日本酒のプロモーションイベントに

参加させて頂き、現地の方々への日本酒の魅力発信を

行わせて頂きました。 

 私自身今年の活動では世界６か国１２都市を訪れさせ

て頂きましたが、これまで６年間でのミス日本酒の活動の

海外展開は世界１７か国３０都市に及んでおります。そし

て、今年からは私たち自身が海外に足を運び日本酒のプ

ロモーションを行うのみならず、海外の方々にその地で

Miss SAKE になって頂き、年間を通じて現地での日本酒

プロモーションを行っていただく『Miss SAKE 海外大会』も

オーストラリア、香港、台湾、ベトナムの４か国にて開催さ

れます。そして今後は更に多くの国々にて『Miss SAKE海

外大会』を展開する見込みであります。 

『日本酒を通して日本文化の魅力を国内外へ発信するア

ンバサダー』として日々活動を行っているミス日本酒とい

う存在があることを、本日は皆様にお見知りおきを頂けま

したら大変嬉しく思います。私自身も、ミス日本酒として得

ることができた貴重な学びや経験を今後の活動へと活か

し、日本酒や日本文化の魅力を一人でも多くの方々にし

っていただけるよう、引き続き気を引き締め精進して参り

たいと思っております。本日は貴重なお時間を頂戴し、誠

に有難うございました。 
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