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例会場：ホテルモントレ大阪 06-6458-7111 

例会日：2022 年 7 月より毎月第 2水曜日 12 時～14 時 
〇創立 2001（平成 13）年 7 月 9日創立記念式 7月 16 日 

〇スポンサークラブ：箕面千里中央ロータリークラブ 

〇友好クラブ：箕面ロータリークラブ 

〇会長：有竹正巳 〇幹事：西宮富夫 〇事務局：（幹事宅） 

〒563-0022 池田市旭丘 2-6-25 Tel：090-7496-5096 

〇会報担当：西宮富夫 pxi06603@nifty.com 

〇会報ホームページ：http://osakapurob.exblog.jp/ 

〇全日本プロバス協議会；https://www.all-japan-probus.com/ 

（R4 年 11 月の第 10 回総会で決定された新体制） 

会長 田中信昭、幹事長 一瀬 明、会計 飯田冨美子 

〇日本のプロバスクラブ・関西 Blog 版 

http://probuscent.exblog.jp/  

R4 年 12 月初旬～R5 年 1 月初旬までの更新分（順不同） 

クラブ 会報 記事一部 

旭川 会 報 第

209 号 

11 月ボジョレー例会（外川会員が自

分より詳しいと紹介された山内和夫

顧問がボジョレーワインの解説・乾

杯）、会員の近況報告、他 

神戸北 1 月 例

会案内 

全日本プロバス協議会第 10 回東京

八王子大会報告、一人 5分スピーチ、

「ひとこと」弾昌子、他 

東京八

王子 

プ ロ バ

ス だ よ

り 第

325 号 

高尾山と人を結ぶ高尾登山電鉄物

語」高尾登山電鉄（株）社長船江栄

次氏、各委員会報告（情報、会員研

修、他）、他 

奈良 会 報 第

103 号 

会長の一言、大塚国際美術館「世界

の名画鑑賞」に感動（尼崎克己）（知

的研修委員長）、11 月度スマイル BOX

一覧表、他 

大阪 会 報 第

375 号 

卓話「大動脈弁狭窄症で手術した」

山下恵司会員、近況報告「藤原宮跡

へ行ってきた」中井良美会員、他 

北九州 つ な が

り 4 年

12 月号 

卓話「ビッグバンドをごぞんじです

か」小倉ロータリークラブ坪根吾郎

氏、全日本プロバス協議会、会長を

八王子にバトンタッチ、他 

●大阪プロバスの歌（作詞：渡辺 孟 補詩：田村徳郎） 

① プロバスクラブへ集まろう 気の合う仲間とお昼時 

元気に歌おう会の歌    第二の人生また楽し 

② プロバスクラブに集まって 優しく気軽に話そうよ 

見せたい自慢の得意技   遊びのプランもまた楽し 

③ プロバスクラブに集まれば 高まる奉仕の心意気 

世界に広がる和の願い   明日も愉快に生き抜こう 

 

●『日の丸の旗』作詞：高野辰之、作曲：岡野貞一 

白地に赤く 

日の丸染めて 

ああ美しい 

日本の旗は 

 

朝日の昇る 

勢ひ見せて 

ああ勇ましい 

日本の旗は 

◎第 376 回 Xmas 例会 

〇司会進行：野村尚子会員 

〇ソング：吉川栄子会員 ●『雪』 

〇参加者：21 名 

〇ゲスト挨拶：箕面千里中央 RC 野村正勝会長 

〇有竹正巳会長挨拶；（ページの関係で一部略） 

1 .少し早いですが「メリークリスマス 皆様良くご出席

頂きました。ありがとうございます」。会長の有竹です。「寄

る年波に勝てず足・腰・頭が呆けてきてこのような道具に

世話になっております。他クラブや OB のご出席を頂きな

がら恥ずかしい限りです。どうぞお許し願います。  

2 .11 月 24 日、25 日と東京八王子にて全日本大会が行

われました。川端さんと私の妻で参加して参りました。八

王子プロバスは大変立派で地元の方々とタッグを組み本

当に感動致しました。多々催しの中で 「シニアダンディー

ズ」のコーラスは特に最高でした。その時、会長よりスタ

ー72 名、現在 51 名と報告がありいずこも同じ会員減少に 

苦労されておられました。大阪プロバスも現在 20 名前後

その対策に過去の OB、若い人又会員等で協議しております。

2021 年 10 月 11 日に 20 周年を行いましたが、さらなる努

力を必要としております。  

3 .大阪は前副会長川端氏から私が引継ぎましたが、私

の力不足で成果上がっておりません。皆様のご支援とご健

康を心より祈念申し上げます。本日は楽しみましょう。 

 

◎Xmas 例会 
〇司会進行：浅山紀久子親睦委員長 

〇親睦委員会副委員長（代理）山下恵司会員開会挨拶 

〇ショータイム（クリスマスソング）・食事タイム・他 

 

◎「クリスマスソング」（歌＆ピアノ） 

大阪プロバスクラブ
会報 第376号

2023年1月18日発行

Monthly Bulletin of

The Probus Club of Osaka

前回 第 376 回 Xmas 例会 2022 年 12 月 21 日（水） 

会場：ホテルモントレ大阪 16：30～17:30 

●曲名 

1.暗い空にただ一つ・・・讃美歌 

2.各国のキャロル 

 ・イギリス ダビテの村に 

 ・ドイツ  子供たちよ 来てごらん 

 ・メキシコ おやすみなさい 

 ・フランス 歌いましょう クリスマス 

3.メレカリキマカ（ビング・クロスビーのレコード

で有名なハワイの Xmas ソング） 

4.ねえ サンタクロースのおじいさん 

5.ジングルベル 

今回 第 377 回 通常例会 2023 年 1 月 18 日（水） 

会場：ホテルモントレ大阪 12：00～14:00 
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●讃美歌「くらい空にただ一つ」 

（会報担当より：YOUTUBE「くらい空にただ一つ」（教会福

音讃美歌 94 番）弾き語り 2の解説より抜粋引用） 

【解説】イエスがヘロデ王の時代に、ユダヤのベツレヘ

ムでお生まれになったとき、東の方から博士たちがエルサ

レムにやって来て、こう言った。 「ユダヤ人の王としてお

生まれになった方は、どこにおられますか。 私たちはその

お方の星が昇るのを見たので、礼拝するために来ました」。 

王は民の祭司長たち、律法学者たちをみな集め、キリスト

はどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。 

「ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれて

います。（ヘデロは）彼らをベツレヘムに送り出した。する

と見よ。かつて昇るのを見たあの星が、彼らの先に立って

進み、ついに幼子のいるところまで来て、その上にとどま

った。家に入り、母マリアとともにいる幼子を見、ひれ伏

して礼拝した。  

 
ベツレヘムの降誕教会（Wikipedia より） 

 

●ダビデ（文・画像とも Wikipedia） 

・ダビデは羊飼いから身をおこして初代イスラエル王サウ

ルに仕え、サウルがペリシテ人と戦って戦死したのちにユ

ダで王位に就くと、ペリシテ人を撃破し要害の地エルサレ

ムに都を置いて全イスラエルの王となり、40 年間王として

君臨した。英語の男性名デイヴィッド（David）は彼の名に

由来する。 

・サウルとイスラエル人たちはペリシテ人との戦いを繰り

返していたころ、（中略）従軍していた兄たちに食料を届け

るために戦陣をおとずれたダビデは、ゴリアト（ゴリアテ）

の挑発を聞いて挑戦を受けることを決意した。サウルの前

にでたダビデは（中略）羊飼いの杖と石投げだけを持って

出て行った。ダビデが石を投じるとゴリアトの額にめり込

み、ゴリアトはうつぶせに倒れた。ダビデは剣を持ってい

なかったので、ゴリアトの剣を引き抜いてその首を落とし

た。ペリシテ軍はこれを見て総崩れになり、追撃したイス

ラエル軍は大いに勝利した。 

（中略）ダビデは神の託宣を

受けてユダのヘブロンへ赴

きそこで油を注がれてユダ

の王となった。（中略）その

後、ダビデは全イスラエルの

王、指導者になり、エルサレ

ムに進撃してそこを都とし

た。 

ダビデがヘブロンで即位し

たのは 30 歳のときであり、7

年6ヶ月の間ヘブロンでユダ

を治め、33 年の間エルサレム

でイスラエル全土を統治し

た。 

               

●メレカリキマカ（Mele Kalikimaka） 

（会報担当より：以下の文は「LaniLani」ハワイの観光情

報より引用） 

ハワイ語で「メリークリスマス」は、「メレカリキマカ

（Mele Kalikimaka）」というのをご存じですか？ 

クリスマスはキリストの生誕祭ですが、ハワイはもとも

とキリスト教ではありませんでした。実は古代ハワイアン

はとても厳しい自然条件の中で暮らしていたのです。コン

トロールできない自然の脅威は、ハワイアンにとって神そ

のものでした。人々は神々の機嫌を損ねないよう、最新の

注意を払いながら神々と共に暮らしていました。 

しかし、ハワイ王国カメハメハ大王の逝去後、一転しま

す。大王の亡くなった翌年の 1820 年、アメリカからキリ

スト教宣教師がやってきました。大王の後をついでカメハ

メハ 2世と 3世の摂政になった大王の愛妃「カアフマヌ王

女」は宣教師達を保護し、今まで禁止だった「男女同席で

食事をする」という事をやってのけたところ、ハワイの

神々からは何のお咎めもありませんでした。決まりを破れ

ば、女神ペレの溶岩が流れると信じていたハワイアン達で

したが何事も起きなかったため、ハワイ古代宗教はキリス

ト教に取って代わっていったのです。1862 年、カメハメハ

4 世の時代、彼は 12 月 25 日をクリスマスの祝日と正式に

宣言し、ハワイ王国の祝日となりました。 

 

●ビング・クロスビー（文・画像とも Wikipedia） 

「クリスマスソングの王様」 

「ホワイト・クリスマス」や「星にスイング」、「サイ

レント・ナイト」などの数々のヒット曲を世に出したこ

ともあり、生涯のレコード売上は 4億枚を超えるとい

う。第二次世界大戦中の

1942 年に発売され、リメイ

ク版を含めて全世界で 4千

500 万枚を超える大ヒットと

なった「ホワイト・クリスマ

ス」（White Christmas）が

有名。クロスビーは他にも多

くのクリスマスソングを歌っ

ており、「クリスマスソング

の王様」とも呼ばれている。 

 

ビング・クロスビー 

 

ダビテとゴリアテ 
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◎「Xmas 例会参加者全員で高級ワイン」（西田隆昭会

員セレクト） 

(会報担当：せっかくの高級ワインも味の良さもはっきり

わからない、それぞれのワインのいわれも分からないま

まではもったいないので、今回飲ませていただいた高級

ワインについて初歩的な点を整理確認することとした。

なお、禅酒（日本酒）の差し入れもあったがページ関係

で省略した。) 

★今回の Xmas 例会で提供したワイン及びワイン名 

 
 

左から ワイン名           （生産地方） 

1 番目 シャブリ グラン・クリュ ブランショ マ

ルセル・セルヴァン（フランス/ブルゴーニュ） 
2 番目 ジュヴレ・シャンベルタン ルネ・ルクレール      

（フランス/ブルゴーニュ） 
3 番目 CH・ダルマイヤック  

（フランス/ボルドー） 
4 番目 シャサーニュ・モンラッシェ  マルトロワ

（フランス/ブルゴーニュ） 

 

★ボルドーとブルゴーニュの位置 

（画像引用元：YURI のゆるっとワイン life より） 

 
 

●左 1番目：シャブリ グラン・クリュ ブランショ マ

ルセル・セルヴァン 

（文・画像ともシャブリ グラン・クリュより引用） 

シャブリ グラン・クリュはフランス、ブルゴーニュ地方

にある白ワインの銘醸地シャブリ地区の中でも特級畑に

指定されている最も優れた区域の畑及びそこで造られる

ワインのこと。セルヴァンは 1654 年から続くシャブリ村

のヴィニュロン（生産者）で、（中略）グラン・クリュ「ブ

ランショ」も所有しています。 

 

 

●左から 2 番目：ジュヴレ・シャンベルタン ルネ・ルク

レール 

・（エノテカオンライン「ジュヴレ・シャンベルタン」によ

ると）18 世紀の英雄ナポレオンはロシア遠征にまでシャン

ベルタンを運ばせたという逸話も残っているほどこのワ

インを溺愛した。1848 年ジュヴレ村（フランス、ブルゴー

ニュ）の村長が村のワインの評判を高めるため村名にシャ

ンベルタンの名を付け、「ジュヴレ・シャンベルタン村」が

誕生。 

・（ワイングロッサリー「ドメーヌ ルネ・ルクレ-ル」に

よると）ルネ・ルクレールは、1974 年に父が所有していた

畑を兄弟で分割したことにより誕生したドメーヌです。畑

はジュヴレ・シャンベルタン村に約 4ha を所有。クラシッ

クな醸造設備で、極めて手造りの印象が強いワイン造りを

行っています。 

   
ワインラベル       ドメーヌ・ルネ・ルクレ-ル 

（画像：ルネルクレールジュヴレシャンベルタンより） 

 

●左から 3 番目：CH・ダルマイヤック  

（文・画像ともシャトー・ダルマイヤックより引用） 

（フランス、ボルドー）メドック格付け一級、シャトー・

ムートン・ロスチャイルドを所有するバロン・フィリップ・

ド・ロスチャイルド社が手掛けるシャトー・ダルマイヤッ

ク。（中略）約 70ha の所有畑はポイヤック村の北部に位置

し、メドック地区を代表するシャトーに隣り合った素晴ら

しい立地。       

     

ワインラベル     シャトー・ダルマイヤック 
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●左から 4 番目：シャサーニュ・モンラッシェ マルトロ

ワ（以下、文・画像ともシャサーニュ・モンラッシェ シ

ャトー・ド・ラ・マルトロワより引用） 

（フランス、ブルゴーニュ）シャサーニュ・モンラッシ

ェ村中央のブドウ畑を見下ろす場所に位置するシャトー・

ド・ラ・マルトロワ。 

1970 年代まではワイン造りを他の醸造元に任せていま

したが、80 年代からは自分たちで醸造を行っています。ダ

ニエル ピカールが15世紀に造

られたシャトーを 1940 年に入

手し設立。1992 年から孫にあた

るジャン・ピエール コルニュ

が担っており、現在ではシャサ

ーニュを代表する造り手とな

っています。シャサーニュらし

い優しくふくらみのある果実

味が、そのまま活かされた心地

良い白ワイン。程良い樽香との

バランスも取れており、香りも

華やかです。 

 

◎近況報告：「ドバイに行ってきた」吉川会員御友人

“ ももちゃん“レポート 
最近、エミレーツ航空の CA の友達とドバイに行ってき

た。水族館のあるモールや屋内スキー場のあるモールなど

見てきた。スキー場もモール側からも見えるガラス張りの

すごいスキー場だったとのこと。 

 

●ドバイモール位置図（GoogleMap より作成） 

 
 

●ドバイモール（文・画像とも Wikipedia より） 

世界で最も高層のブルジュ・ハリファ（Burj Khalifa）に

隣接するドバイ・モール（Dubai Mall）は、ショッピング、

エンターテイメント、レジャーのすべてを楽しめる世界最

大のショッピングモールです。2008 年 10 月 30 日に、世界

最大のショッピングモールとして開業した。総面積約

111.5 万平方メートル、屋内フロア約 55 万平方メートル

で、カナダのウェスト・エドモントン・モール、中国の華

南 MALL、フィリピンの SM モール・オブ・アジアなどを上

回る世界最大のショッピングモールである。店舗は合計

1,200 店舗が入居。ほかに世界最大の部分型の水族館やア

イススケートリンク、ウォーターフロントアトリウム、22

のスクリーンを持つ映画館があり、紀伊國屋書店も展開さ

れている。ブルジュ・ハリファの展望室の受付と入り口も

この施設内にあり、ブルジュ・ハリファとは地下道で繋が

っている。 

・（Web サイト「ドバイ水族館」によると）入り口に置かれ

たエイやサメ、カラフルなお魚たちが優雅に泳ぐ大きな水

槽は、世界最大の水槽としてギネスにも登録されています。

水槽はモールに面しているので、水族館に入場しなくても、

ドバイモールを訪れた人は自由に眺められます。また水族

館内にはたくさんの海の生き物の展示があり、海底を散歩

しているような感覚が味わえる水中トンネルも。 

 
 

●エミレーツモール（Wikipedia より） 

モール・オブ・ジ・エミレーツまたはエミレーツ・モール

（Mall of the Emirates）はアラブ首長国連邦・ドバイに

あるショッピングモール。2005 年 11 月開業。中東では世

界最大のドバイ・モールに次いで 2番目の規模を持つショ

ッピングモールである。2010 年には 3100 万人が来店した。 

モール・オブ・ジ・エミレーツ（Mall of the Emirates）

はスキー場、シネマコンプレックス、560 軒もの店舗やブ

ティックを擁し、ドバイで絶対に見逃せないスポットです。 

店舗巡りから一息つきたい方は、敷地内でお楽しみいただ

けるアトラクションをチェックしてみましょう。最も人気

のスポットには、 スキー・ドバイ（Ski Dubai）、驚きの VR

体験を楽しめるドリームスケープ（Dreamscape）、小さなお

子さま向けのマジック・プラネット（Magic Planet）など

があります。 

 

●スキー・ドバイ（画像引用元：エミレーツモール周辺の

人気観光スポット 20 選より） 

 
以上 

次回 第 378 回 通常例会 2023 年 2 月 8 日（水）  

会場：ホテルモントレ大阪 12：00～14:00 

 

ワインラベル 


