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本日出席会員 40名 

 メークアップ（前々回）6 名 

 出席率（前々回補正） 75.00% 

「君が代」斉唱 

ロータリーソング「奉仕の理想」 

 

副会長挨拶 副会長 小林 幸一                 

皆さんこんにち

は、私は会長と間違

うほど毎回出てい

ますが、決して会長

ではありませんの

でよろしくお願い

します。 

私の話に入る前

に皆さんにご報告をさせて頂きます。ガバナー事

務所から野田義弘会員にリーダーシップ研修会

(RLI)の修了証が届いております。 

ご案内のよう

に１２月１日に

ガバナー公式訪

問の例会がござ

います。今日の様

に沢山の方が例

会にご出席され

ます様会長に代

わりましてご案内申し上げます。 

もうすでに皆さんご存知の様に何十回もテレ

ビで放送されています、アメリカの大統領選がよ

うやく終結をしました。勝利した方は勝利宣言を

して、敗北宣言は、往生際の悪い人でしないとい

う前代未聞の状態です。それと両方ともよくあそ

こまで戦ったと思います。7,700 万票と 7,100 万

票ですが、全米を挙げた選挙であれだけの票差は

無かったと思います。負けたトランプ氏はおそら

く、負けた気がしないのではないかという気持ち

は分からなくはなく、あれだけの州で勝ってきて

最終的にわずかな票差でした。でもトランプ大統

領は、7,100 万票は前大統領のオバマ氏より遥か

に越しています。あれだけ人気が高かったオバマ

氏を越しているという事は、凄い選挙戦が盛り上

がった事だと思っています。聞いていますと、ジ

ョー・バイデン氏は良い名前だと思います。それ

からスピーチは、凄く上手いと思います。自分の

魂を伝え上げていく様で、アメリカの政治家は凄

いと思います。それから赤でもなく青でもない、

アメリカは一つであると訴えていく彼を注目し

ていきたいです。多分その様な方向になって行く

のだろうと思います。我々、武生ロータリークラ

ブも熱い心を一つにしてガバナー公式訪問に出

席して頂いて、その姿をガバナーに伝えて行きた

いと思います。どうぞよろしくお願いします。  

 

プログラム                           

会員卓話  

「酒類卸業から見た酒、ワインの市場について」   

鎌谷 孝之会員 

１）酒類業界の概況に

ついて 

国内市場は、平成 20

年に人口がピークとな

りその後は減少傾向で

推移しており、高齢化

が進展しています。こ

の環境の中で酒類課税移出数量は、平成 11 年度を

ピークとして減少してきています。 

・国内ワイン消費の拡大は昭和 39 年の東京オリン

ピックのころからです。最初のブームは、昭和 45

年大阪万博の頃です。その後、昭和 53 年千円ワイ

ン・ブーム、昭和 56 年一升瓶ワイン・ブーム、昭

和 62 年ボージョレ・ヌーヴォー・ブーム、平成 9

年赤ワイン・ブーム、平成 22 年からは家飲みやワ

インバルが定着するなど、幾つかのブームを経て今 
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日に至っています。しかし、酒類市場全体からみる

と、果実酒販売数量のシェアは4.4％（平成 30年度）

と低い水準です。 

・近年日本ワインの品質も向上し、海外のコンクー

ルで金賞を受賞できる品質のものが出てきました。

また新規ワイナリー設立を目指す農業者の方が増え

ています。 

２）福井県の酒類状況とワインについて 

・福井県の食品市場規模は、平成 30 年度、2,285 億

円あり、そのうち酒類市場は約 266 億円、構成比

11.6%と推定される。 

・福井県の酒類市場は、消費数量 46,549KL でその

うちワインは 1,124KL であり、構成比 2.4%と全国

の構成比の 4.4%の約半分程度。金額ベースでは、福

井県の酒類全体の消費金額は約 266 億円あり、ワイ

ンは約 13 億円で構成比 4.9%です。全国の 8.7%の

構成比よりは低いものの金額ベースでの構成比のほ

うが数量ベースに比べ高くなっています。 

・最近では福井県でも数量ベース 149％、金額 139％

と伸びています。 

・福井県では、主にスーパーマーケット、ドラッグ

ストアー、コンビニエンスでのリーズナブルのワイ

ンと、百貨店や業務用（飲食店）等での比較的中高

級ワインに棲み分けされているようです。この中に

は、スナックやラウンジ等で消費されているシャン

パン等も含まれています。（なんと福井は全国有数

のシャンパン市場） 

３）本年の酒類概況について 

・2020 年上期の全国酒税課税数量から、ビール、清

酒が大きくマイナスし新型コロナウィルス禍の影響

を大きく受けています。一方、新ジャンル（第三の

ビール類）やＲＴＤは、巣ごもり需要も手伝い売上

を伸ばしています。その他の酒類については、一部

の酒類を除いて総じて減少傾向にあります。上期

（1-6 月）では、合計の前年比は 94.7％にとどまっ

ています。 

・本年のボージョレーヌーボーについてですが、昨

年は、総輸入量は 37 万箱であり、本年の見込みは

30 万箱を割込む可能性が高く 8 年連続でマイナス

となる見込みです。 

年間でもワイン全体で前年割れになると推定されま

す。 

以上でございます。初めての卓話、皆様ご清聴あり

がとうございました。 

会員記事                   

11月誕生日お祝い・・・2名 

笠 原    章  69才 

柿 谷 好 彦  55才 

 

 

 

11月結婚記念日お祝い・・・12名 

織田桂蔵・美智子 55 年 

辻岡俊三・里 枝 53 年  

竹内紀昭・悦 子 53 年 

奥村 忠・恭 子 47 年  

西藤浩一・いずみ  43 年 

蔭山雅一・周 子 41 年   

三田村士郎・郁子 35 年 

田中大成・智 子 34 年   

野田義弘・佳代子 31 年 

三田村久光・江美子 31年   

藤本幸紀・さゆり 29 年 

西本久美子・将和  20 年 

 

ニコニコ箱・・・42,000 円 累計 381,500 円                  

・ちょっと           【渡辺佳男】【佐々木忠彦】 

・結婚記念自祝【辻岡俊三】【竹内紀昭】【奥村 忠】 

【野田義弘】【西藤浩一】【三田村久光】 

【西本久美子】【藤本幸紀】 

・鎌谷会員の卓話楽しみにしております。よろしくお

願いいたします。           【小林幸一】 

・鎌谷さんの卓話が、お父さんに届きますように。 

ワインは届けなくていいよ。      【河合敏一】 

・鎌谷会員、今日は依存症にならないお酒との付き合

い方もよろしくお願いします。     【三村昌之】 

・鎌谷さん、卓話よろしくお願いします。【三田村士郎】 

・誕生日自祝             【柿谷好彦】 

・本日卓話させていただきます。 

よろしくお願いします。       【鎌谷孝之】 

 

例会変更情報／福井県内ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付（11 月 18 日～12 月 1 日） 

ビジター受付はありません。 

＊変更の無い各クラブの定例例会については、ロータリーの

友ホームページ等にてご確認ください。 

 

本日(11 月 17日)例会    11月 24日 

 

休 会 

12月 1日 

 

ガバナー公式訪問 

12月 8日 

 

休 会 

炉辺会合発表 

テーマ：コロナ禍での 

ロータリー奉仕活動について 


