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●TEL：0566 - 75 – 8866 ●FAX：0566 -74- 5678  
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第 2661 回例会 
2011 年 11 月 4 日(金)12 時 30 分から 13 時 30 分 

司会者：成田孝則君 
ソング：君が代、奉仕の理想 
卓上花：フワンシーローズ 
ゲスト：IM 実行委員会委員長石原昭君（安城） 
    リブラ・サクソフォンカルテット 
     平松加奈恵様（ﾃﾅ-ｻｸｿﾌｫﾝ、進行） 
     瀧  彬 友様（ｱﾙﾄｻｸｿﾌｫﾝ・ｿﾌﾟﾗﾉｻｯｸｽ） 
     國分 実加様（ﾊﾞﾘﾄﾝｻｸｿﾌｫﾝ） 
     鈴木あゆみ様（ｱﾙﾄｻｸｿﾌｫﾝ） 

峯村敏様（安城市生涯学習課 専門主査）  
ﾋﾞｼﾞﾀ-：なし 
 

ご挨拶   

峯村敏様（安城市生涯学習課） 
第６８回美術展・安美展に対する協賛金に対し謝辞。安美展

は、安城市、安城市教育委員会、文化協会が合同で開催します。

日本画、洋画、書、写真、工芸・彫塑の５部門があります。安

城 RC は平成１６年から協賛に頂き、委嘱、賛助、過去の最高

賞のグリーンリボン賞受賞者の中から特に優れた作品へ特別

賞として贈呈しています。今年度は早川幸子様に決定させてい

ただきました。ちなみに、今年度の応募作品は４０３点で内入

選作品は３４６点でした。 
 

出席報告 
会場委員会：兼松信吾君 
会員 57 名 出席義務者 44 名 出席 35 名 欠席 9名 
内出席免除者の出席 9名 出席率 83.01％  
修正出席率 10 月 21 日第 2659 回例会 90.90％ 
 

会長挨拶  会長 沓名俊裕君 
（連絡事項） 
１．国際奉仕委員会 カンボジアでの井戸掘り事業が決定しま

した。 
   ２０１２年１月１６日（月）～１９日（木） 
   多数の会員が参加されますように。 
２．ガバナー補佐杯ゴルフ大会 

 
 
 
 

今月のお祝い 
・親睦活動委員会 青山竜也 君 

還暦祝、誕生日祝、婦人誕生日祝、結婚記念日祝 
（本紙別掲）

 

  ２０１１年１１月２３日（水） 葵カントリ－クラブ 
  ゴルフをしない方のお手伝いをお願いします。 
３．地区大会  
  ２０１１年１１月１９・２０日 ウェスティンナゴヤキ

ャッスル 
全員参加で次年度の安城ＲＣホストの地区大会をＰＲ

しましょう。 

     

井戸掘り作業     ランチ同好会‐石かわ 

４．その他 
 ・１１月１日（火） ランチ同好会 -石かわ- 
・１１月３日（木） 第 14 回ロータリー杯争奪 

ＲＣＣ少年野球大会 
・１１月９日（水） 俳句同好会    

（あいさつ） 
本日の元気印企業。 

「おいしい記憶をつくりたい。」というキャッチフレ－ズを

持つ、世界のキッコーマンをご紹介します。 
キッコーマン㈱は、２０１１年３月期現在、時価総額１，

８５０億円、売上高２，８３４億円、経常利益１６７億円の

会社です。子会社に日本デルモンテ㈱、マンズワイン㈱他が

あります。 
キッコーマン㈱の代表取締役会長は、茂木友三郎氏（もぎ

ゆうざぶろう）７５歳です。 
 キッコーマン㈱は、１９１７年野田醤油㈱と万上味醂（ま

んじょうみりん）㈱が合併し創業しました。創業家は、 
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茂木家と高梨家です。（１９８０年キッコーマン㈱に名

称変更）１９３９年亀甲萬御用蔵醤油で宮内庁ご用達と

なり、１９４９年東京証券取引所に上場、１９５７年海

外（アメリカ）に本格進出しました。１９６３年「デル

モンテ」トマトケチャップ、トマトジュースを発売し、

１９６４年「マンズワイン」を発売しています。２００

８年「おいしい記憶をつくりたい」というスローガンを

制定しています。 
 製品開発だけでなくしょうゆを入れる容器にもこだ

わり、２０１０年独自開発したしょうゆは通すが空気は

通さない、開封後９０日間は新鮮！、軟質プラスチック

（逆止弁キャップ）の容器を発売しました。 
 製品開発にも力を入れ、しぼりたての生しょうゆに

「火入れ」（加熱殺菌）し品質を安定化させた「生しょ

うゆ」の開発に成功し、画期的なしょうゆを世に送り出

しています。 
また、第二次大戦後、しょうゆの味に親しむアメリカ

人の姿をみて「世界に通用する」と確信し、５０年前か

ら「しょうゆ」をアメリカへ輸出し、食文化の国際交流

に努めています。しょうゆを現地の食文化と融合できる

ようにレシピも積極的に開発し、さらに現地の力でしょ

うゆをつくる努力を重ね、地域社会と共存共栄をめざし

ています。その努力の甲斐があって、しょうゆはアメリ

カの食文化に浸透し、しょうゆは素材や料理を選ばない

「万能調味料」と評価を受けるに至っています。 
現在では、キッコーマンのしょうゆは、国内シェア３

０％、世界シェア５０％、中でもアメリカでのシェアは

５５％です。世界で７つの生産拠点を持ち、１００カ国

で販売される「和」の代表としてキッコーマンのしょう

ゆは、世界に広がっています。 
世界中の料理で「しょうゆ」が使われています。豚肉

のスパイスはちみつ焼き（フランス）、ビーフシチュー

（エジプト）、サシバシ（まぐろ料理）（サウジアラビア）、

子羊の照焼き風（オーストラリア）、肉の串焼き（ブラ

ジル）、チキンの簡単バーベキュー（アメリカ）、チャー

ハン（タイ）などといった具合です。もちろん、和食に

しょうゆが欠かせないのは説明が要りません。 
 さて、まとめは、『「食」で、こころをいっぱいに、か

らだを大切に、地球のみんなをしあわせに』とします。

 

幹事報告  幹事 永谷文人君 
・例会後地区大会実行委員会を開催します。 
 

委員会報告 
・国際奉仕委員会  委員長市川護君 

カンボジアへ井戸掘りに行きます。多くの参加者を

募集します。 
ガバナー補佐杯ゴルフコンペが間近です。当日は、

ゴルフプレ－しない方で会場の中をお手伝いいただ

ける方が必要ですので、参加できる方はよろしくお願

いいたします。 
 

ニコボックス報告  藤井英樹君 
・本日のニコボックスメッセ－ジの紹介。 
 

卓 話 
・クラブフォ－ラム  
・テーマ：IM アトラクションの試聴 
・担当者：IM 実行委員長 石原昭君（安城） 
・卓話者：リブラ・サクソフォンカルテット 
石原昭君 
ＩＭの式典には松前ガバナ－と神谷安城市長が列席

してくださいます。現在、分区内９クラブを PR で訪問

中で、すでに７RC を訪問し、訪問先ＲＣからはすべて

全員登録していただける旨明言いただきました。 
本日の例会は、ＩＭの懇親会の時のアトラクションに

お願いしたリブラ・サクソフォンカルテットの演奏を試

聴してもらいます。 
（曲目） 
ルパン三世のテーマ 
星に願いを 
北の宿から（演歌） 
浪花節だよ人生は（演歌） 
風笛（NHK「あすか」のテーマ曲） 
情熱大陸（「情熱大陸」のテーマ曲） 

    
 

   

 瀧  彬 友様（ｱﾙﾄｻｸｿﾌｫﾝ・ｿﾌﾟﾗﾉｻｯｸｽ）  



 

     
平松加奈恵様（ﾃﾅ-ｻｸｿﾌｫﾝ）    鈴木あゆみ様（ｱﾙﾄｻｸｿﾌｫﾝ）

國分実加様（ﾊﾞﾘﾄﾝｻｸｿﾌｫﾝ） 

 

【ＲＣＣ少年野球大会について】 
地域共同体（ＲＣＣ）委員長 稲垣淳君

第 14回ロータリー杯争奪ＲＣＣ少年野球大会は 11月

3 日（木）午前 9 時より安城総合運動公園ソフトボール

場で開催されました。この大会は安城市少年野球連絡会

に所属する野球チームと岡崎軟式野球協会に所属する

野球チームの選抜チームの交流戦で、安城ロータリーク

ラブと岡崎東ロータリークラブが交互に主催し、今年度

は安城クラブの主催で行われました。当クラブからは沓

名会長、永谷幹事・ＲＣＣ地区副委員長、深津社会奉仕

委員長、稲垣ＲＣＣ担当、神谷クラブ会報委員長、安城

市ソフトボール協会会長の加賀職業奉仕委員が出席し

ました。開会式に引き続いて沓名会長の始球式で試合が

開始されました。 

      

試合は好プレーの連続で 1点を争う接戦となり 7 回を

終了して 1 対 1 で延長戦となりました。延長戦はノーア

ウト満塁から始まり多く得点した方が勝ちという方式

で行われました。8 回はお互い 4 点ずつを取り合い決着

がつかず、最終回である 9 回に安城チームが 2 点を挙げ、

岡崎チームを 1 点に抑え 7 対６で安城選抜チームが勝ち

ました。 

   
両チームとも全力をだしきった小学生とは思えない

レベルの高い試合でした。表彰式では両チームに惜しみ

ない拍手が送られ、今後のこの地区の少年野球のますま

すの発展を期待させるものでした。関係者の皆様のご尽

力に心から感謝いたします。 

（試合結果） 

      

 

   

 

   

 

 

今月のお祝い 

会員誕生日祝 勝見乙平君（11/7） 磯貝廣治君（11/21）

 戸谷央君（11/26） 内藤教恵君（11/27）

夫人誕生日祝 松本昭子様（11/２） 小林節子様（11/3）

結婚記念日祝 加賀昭成・宣代ご夫妻（11/12） 

 横田秋三朗・敏子ご夫妻（11/14） 

       近藤裕保・初代ご夫妻（11/15） 

杉浦 實・矩子ご夫妻（11/16） 

神谷明文・布左子ご夫妻（11/18） 

小林逸朗・節子ご夫妻（11/18） 

恒川憲一・昌子ご夫妻（11/23） 

大見 宏・芳枝ご夫妻（11/24） 

加藤正人・ゆかりご夫妻（11/25） 

還暦祝    磯貝廣治君 

        

 

          




