＜姉妹クラブ＞カーメル・バイ・ザ・シーRC
＜友好クラブ＞あづみ野 RC

第 1386 回例会

2015 年 9 月 1 日(火)12:30 開会点鐘 於 番伊 ロータリーソング｢奉仕の理想｣｢ﾛｰﾀﾘｰの目的｣唱和
新会員卓話

長

９月度のお祝い発表
〈会員誕生日〉
〈ご夫人誕生日〉
3 日 佐味貫義さん
3 日 伊藤順子さん
6 日 茶谷義隆さん
18 日 鳥畑和子さん
17 日 辰田秀和さん
18 日 西野京子さん
24 日 西野二郎さん
21 日 髙橋佐和子さん
26 日 山田外志勝さん 25 日 久保京子さん
30 日 中越政秀さん
〈結婚記念日〉24 日 髙橋志栄・佐和子 ご夫妻

おめでとうございます！
第 1385 回例会(8/25)報告
進行：徳永 SAA
◎開会点鐘
◎会長挨拶 木下敬夫 会長
皆様こんにちは。18 日のガバナー公式訪問の例会に
は 38 名という沢山のご出席を頂きありがとうござい
ました。例会出席率の高さ、ニコボックス投函の多さ
や明るい雰囲気など好評価をいただき安心しました。
23 日にはクラブも後援しています第 47 回全能登私
の主張発表大会が能登演劇堂であり参加して来ました。
午前 9 時～12 時まで中学生、一般、高校生の 19 名の
発表があり、うち 15 人が女性の発表者でした。親への
感謝の伝え方、ちゃんとした職業とは何かと思う気持
ち、自分に自信を持ちたいなど様々な発表があり、最
初は開会式だけの気持ちでいたのが引き込まれて最後
の発表者まで聞いてきました。また昨日は米国モント
レー市と七尾市の姉妹提携 20 周年記念訪問団オリエ
ンテーションが行われ、総勢 20 名とモントレージャズ
視察団 3 名が決まりました。クラブから間蔵団長以下
6 名が参加、モントレー市との親善を深めてまいりま
す。
9 月 23 日には姉妹クラブのカーメルバイザシーRC

高 英

の例会にメイクアップ予定で、来年提携 25 周年を迎え
ることとクラブが 30 周年記念を迎えることを PR しな
がら交流を深めてきたいと思います。
最後に、本日は中央茶廊コーヒーマイスター窪丈雄
様にコーヒーの楽しみ方の卓話をして頂きます。日頃
何の気なしに飲んでいるコーヒーですが改めて勉強さ
せて頂きたいと思います。本日も宜しくお願いします。
◎幹事報告 寺田 副幹事
・新会員のﾛｰﾀﾘｰ情報委員会が 20 日に行われました。
・七尾 RC 創立 60 周年記念大会について → 詳細は
10 月 3 日(土)加賀屋にて
別紙配布
◎出席報告 神前 ニコニコ箱小委員長
会員総数 44 名 出席者 31 名
◎ニコニコ箱紹介 神前 ニコニコ箱小委員長
木下敬夫 コーヒーマイスター窪さん、ようこそみな
と RC へ。コーヒー教室の卓話よろしくお願いしま
す。
木下徳泰 窪さん、
本日はようこそ七尾みなと RC へ、
卓話楽しみにしています。
中出 今、東京です。先日の 24 時間チャリティコンペ
で百何十人中、準優勝の連絡があり大変驚きました。
この上はご祝儀でチャリティの上乗せをしたいと
思います。能登島ゴルフのクラブ会報に写真ものり
ましたので大枚を寄付したいと思います。
桑原 窪様、今日はおいしいコーヒーの入れ方を学び
たいと思います。よろしくお願い致します。
戸田 窪さん、おいしいコーヒーのたて方を伝えて下
さい。
徳永 窪さん、ようこそ。青春時代は毎日、中央茶廊
にいりびたりでした。
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姥浦昭二 窪さん卓話ありがとうございます。これをご
縁に七尾みなと RC へ入会しませんか、大歓迎致し
ます。
間蔵、所司、山田、西野、魚岸、松井、三井、松野、
中野、寺田、山本勝義
窪さん ようこそ七尾みなと RC へ、卓話ありがとう
ございます。
茶谷 コーヒーマイスターの窪さん、いつも美味しい
コーヒーありがとう。本日はよろしくお願いします。
長 8 月 17 日新入会員の為のロータリー情報委員会に
てロータリアンの心得を教えて頂きました。講師の
パスト会長姥浦昭二様、ご指導いただいた皆さまあ
りがとうございました。しっかり学んでいきます。
勝木 コーヒー好きの私には楽しい一日になりそうです。
川島 窪さんご苦労様です。おいしいコーヒーのたて
方を勉強したいと思いますので宜しくお願いします。
久保 あまいコーヒーの話楽しみです。
井田 窪さん本日はおいしいコーヒーをお願いします。
中越 たけちゃん 卓話ありがとう 全員においしい
コーヒーを用意してありますか
神前 窪さん卓話ありがとうございます。コーヒー大好
き人間として今日は大変楽しみにしております。
8/25 日計 29,000 円

累計 320,000 円

◎ゲスト卓話 『知って楽しいコーヒー教室』
中央茶廊 コーヒーマイスター 窪 丈雄

ヒーも同様。中央茶廊
は 350 円ですけど、他
社は 400～450 円で高
くて不味いコーヒーを
出してるから減ってい
るのだろうと思います。
私が美味しいと思って
出すコーヒーは何かと
言いますと、豆の品質
が良いものでブルック
スと言う豆が在りますが１杯 19 円ですけど合います。
もう一つは豆が新鮮で有る事。米も新米と古米があり
ますが、コーヒーも同じです。豆は挽いてから 20 分経
つと劣化が始まります。それと、淹れたてです。いいコ
ーヒーは冷めても美味しいです。
これから実際コーヒーを入れますが、今日は３つの
パターンを持ってきました。挽いて２週間経った物と、
今挽く物と豆の種類が違う物を木下会長に手伝って
貰って入れます。皆さん集まってください。
（写真参照）お湯を入れるとビールの様に泡立つの
は、焙煎して直ぐは豆の中に炭酸ガスが発生するか
らです。

氏

私は七尾で一番美味しいコーヒーを提供している中
央茶廊の窪です。皆さんご存知のパチンコ店のモモ
タローを３年前に閉鎖しまして、母（静子）が昭和 28
年から操業している喫茶店を継いでいます。パチンコ
店をやってる時から手に職をつけようと金沢大学の広
瀬教授が開催するコーヒー講座へ通っているうちに、
だんだんコーヒーに興味が湧いてきて、自分の家のコ
ーヒーはどうなんだろう？と、自分で納得が行く様に
自分で焙煎をやろうと思い、焙煎機を２機買いました。
資格もいくつか取得し、現在プロとしてやってます。
日本の喫茶店は昭和 56 年には１５万４千店在りまし
たが、現在７万店に減少しています。では日本のコー
ヒー消費が減っているのか調査してみると、増加して
いて一人当たり年間 340 杯１日 0.9 杯飲まれています。
特にコンビニのコーヒーが伸びています。ここから確
信に入ります。
何故日本の喫茶店が減少しているのか？理由とし
て、喫茶店の人がコーヒーを知らない。自分の商売を
知らない。コンビニのコーヒーが 120～150 円。缶コー

ブルーマウンテンはジャマイカの豆で、普通コーヒ
ーは麻袋に入ってますが、ブルーマウンテンだけは
木樽に入ってます。価格は４～８倍です。値が高いの
は日本人が高く買うからです。豆の 80％が日本で消
費されています。
コーヒーは山の名前と出荷される港の名前が多く、
産出国ではブラジルが１位で２位はベトナム、３位は
コロンビアとインドネシアです。最近の味の主流は少
し酸味があり、むしろ紅茶に近くなっています。
皆さまも中央茶廊に来て色々な種類のコーヒーを飲
んで比べて見て下さい。お待ちしております。

次週予告

９月８日（火）１８:３０開会点鐘

料理旅館七尾城

月見の夜間例会 (送迎は、18:00 に七尾商工会議所前より)

◎閉会点鐘
〔週報担当:髙橋〕

今週の例会担当者： 田中、松野
中越、姥浦敏明
(9/1)
次週の例会担当者： クラブ奉仕委員
(9/8)

