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●ＮＯ．522 2011/11 第 3 例会●
 

テ－マ  『 Let’s Enjoy Ｒotary 』 
 

●創立日：Ｓ33 年 1 月 10 日  ●ＲＩ加盟認証日：Ｓ33 年 2 月 6日          
●会 長：沓名俊裕 ●会長エレクト：大見 宏 ●副会長：石川 博 ●幹 事：永谷文人 
●クラブ会報：神谷 研  寺田孝司  恒川憲一 
●例会日：毎週金曜日 12：30〜13：30 ●例会場：碧海信用金庫本店３Ｆ／安城市御幸本町 15-1 
●TEL：0566 - 75 – 8866 ●FAX：0566 -74- 5678  
●Email：anjo-rc19580206@katch.ne.jp ●HP：http://www.anjo-rc.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 2663 回例会 
2011 年 11 月 18 日(金)12 時 30 分から 13 時 30 分 
司会者：成田孝則君 
ソング：「それでこそロ－タリ－」 

卓上花：ガーベラ カスミ草 

ゲスト：加藤正人君（安城） 

関田晶生様 中日本高速道路㈱名古屋支社 

総務企画部企画調整チ－ム 

原田秀邦様 安城市少年野球連絡会会長 

本間育子さん 

ﾋﾞｼﾞﾀ-：なし 
 

出席報告 
出席委員会 福田雅美君 
会員 57 名 出席義務者 44 名 出席 36 名 欠席 8名 
内出席免除者の出席 10 名 出席率 85.18％  
修正出席率 11 月 4日第 2661 回例会 98.14％ 
 

会長挨拶  会長 沓名俊裕君 
（連絡事項） 
１．１１／１９（土）・２０（日）地区大会がウェスティンナ

ゴヤキャッスルホテルで開催されます。 
  ２０（日）１４時４０分ごろ次年度ホストクラブ紹介があ

ります。全員で赤いヤッケを着て登壇し、ＰＲしたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

  

２．１１／２３（水）ガバナー補佐杯ゴルフ大会を開催します。

ゴルフをする人もしない人もご協力下さい。 
３．東日本大震災支援プロジェクトチームメンバーに石川博君

と私沓名俊裕が選任されました。これは松前ガバナ－が提唱

したＲＩＤ２７６０のでプロジェクトチームで東日本大震

災支援に携わっている方々を集め、広く現地のニ－ズを集

め、その情報を正しく地区内の各クラブに伝えるものです。

４．１１月２０日に安城ライオンズクラブの５０周年記念式典

 
 
 
 

行事案内 
１２月２５日 クリスマス家族会 マリオットアソシア 

１月１６日から１９日まで カンボジアで井戸堀り 

１月２２日（日）移動例会として伊勢神宮参拝 

 

が開催されます。また同日は安美展も開催されます。地区大

会が重なり私が出席できませんので、安城ＲＣを代表して竹

内通裕君に両方とも出席していただきます。 
（あいさつ） 
本日の元気印企業の紹介は、「経営は勘だ！一本足打法で

は限界がある」と唱え経営しているサントリーホールディン

グス㈱代表取締役社長佐治信忠氏（さじのぶただ）氏（６６

歳）です。 
サントリーホールディングス㈱は１８９９年鳥井信治郎

氏が鳥井商店を創業し、１９０７年初商品「赤玉ポートワイ

ン」を発売しました。社名のサントリーの由来は、「トリイ

サン」を逆にしたとも、赤球を太陽に見立て「サン」とし「サ

ンのトリイ」から来たとも言われております。 
１９５０年「オールド」を発売、１９６３年にはビール業

界に再進出しサントリー㈱に社名変更しました。２００１年

に佐治信忠氏が社長に就任し、２００５年「水と生きるＳＵ

ＮＴＯＲＹ」を制定しています。 
同氏は、＜社長の一言＞として、『よく遊べ、本を読め、

映画を見ろ。』『出る杭が伸ばせる会社でありたい。』『悠々と

して急げ。』を全社員に伝え、経営しています。 
 ２０１０年１２月期現在、同社は売上高 1 兆７，４２３

億円、経常利益１，００８億円で、資本金は７００億円です

が非上場会社です。 
順風満帆に見える同社もビ－ル事業では、１９６３年～２

００７年まで毎年赤字が続いており、「モルツ」大ヒットま

でに４５年を要しました。モルツが２００５年モンドセレク

ション最高金賞受賞（３年連続）し、２００８年業界シェア

初の３位を獲得。２００８年初めてビール事業で黒字に転換

できました。販売実績は、２００５年に１２５万ケースでし

たが、２０１０年には１，４５０万ケースに急成長しました。
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同社の人気商品は「オールド」と「モルツ」だけでは

ありません。列挙してみると、「天然水」（１９９１年）、

コーヒー「ボス」（１９９２年）、「セサミン」（１９９３

年）「ＣＣレモン」（１９９４年）緑茶「伊右衛門」（２

００４年）、「黒ウーロン茶」（２００６年）と枚挙にい

とまがありません。 
また、ハーゲンダッツジャパン（１９８４年）、カフ

ェ「プロント」（１９８８年）、ハンバーガー「ファース

トキッチン」（１９７７年）、私と同業のスポーツクラブ

「ティプネス」（１９８６年）（業界４位（ホリデイスポ

－ツクラブは９位））も同社の経営です。 
まとめとして、“やってみなはれ”とします。 

 

原田秀邦様 謝辞 

         

冒頭、安城市の少年野球に対する支援に対し謝辞。 

１１月３日に安城市少年野球連絡会と岡崎少年野球連

絡会との交流大会を安城ＲＣと岡崎東ＲＣに共催して

いただきました。昨年まで安城が３連勝しています。今

年も胃が痛くなるような熱戦の試合で、７回まで 1対 1、

延長８回に４点づつ取り合い、再延長の８回に安城が２

点岡崎が１点で、辛らくも勝たせていただきました。２

月２６日に安城ＲＣ旗争奪大会を、安城市少年野球連絡

会で開催しますので、よろしくお願いいたします。 

 

幹事報告  幹事 永谷文人君 
＊例会終了後ＩＡＣ実行委員会を行います。 

＊11/19（土）・20（日）開催の地区大会のＪＲ安城駅か

らの切符をお配りいたします。 

・19 日 11：00ＪＲ安城駅集合し名古屋駅で昼食を取

って会場入りし 13：15 開会、20 日 9：00ＪＲ安城

駅集合 10：45 友愛の広場にて軽食後 12：00 開会で

す。名古屋駅から会場へはタクシーに分乗していく

予定です。(シャトルバスは浅間町からです。) 

 ・ＪＲ安城駅以外からいかれます方は、19 日本会議

場・西三河分区の席あたりにお越しください。20 日

は 10：45 友愛の広場にて軽食をお取りください。

 ・地区大会会議場へは名札のない方は入場できません

ので忘れずに必ずお持ちください。再発行はされま

せん。 

＊11/23（祝・水）安城ＲＣホストによるガバナー補佐

杯親睦ゴルフ大会が葵ＣＣにて行われます。 

＊職業奉仕委員会担当の 1/22(日)伊勢神宮参拝・移動例

会のご案内を配布いたしました。 

＊地区大会事務局に本間育子さんを採用しました。よろ

しくお願いいたします。 

＊タイ洪水被害義援金のお願いがきております。 

・本日義援金箱を回しますので、ご協力お願いいたし

ます。 

 

委員会報告 

職業奉仕委員会 委員長 小野内宣行君 

 １月２２日（日）移動例会として伊勢神宮参拝に行き

ます。人数確定のため、出欠を報告してください。 

 

雑誌委員会 委員長 冨岡里美君 

横組５ページからロータリ－財団の『いいことをしよ

う』特に水問題。 

 横組２５ページからインタ－アクトクラブ。 

 横組２８ページからオ－ストラリアへ福島の高校生

を当地区の支援で派遣した記事。 

 横組４４ページからポリオ撲滅について、ポリオワク

チンの投与により、予防接種の重要性の認識について

土台ができた。 

 縦組２ページからの特集記事『夢をあきらめず』の記

事、など紹介されました。 

 

ガバナ－補佐杯ゴルフ大会 実行委員会 石川義典君 

１１月２３日、葵ＣＣ午前６時１５分集合し、赤ヤッ

ケを着て運営します。 

 

国際奉仕委員会 委員長 市川護君 

１月１６日から１９日までカンボジアへ井戸堀りに

行きます。皆さん奮ってご参加ください。 

 

ニコボックス報告 委員長 戸谷央君 
 本日のニコボックスメセ－ジの紹介。 

 

卓 話 
担当者：加藤正人君 

卓話者：中日本高速道路㈱名古屋支社 

総務企画部企画調整チーム 

    関田晶生様（せきたしょう） 

テーマ：「NEXCO 中日本高速道路交通安全セミナー」 

加藤正人君 

関田晶生様の紹介。 



 
関田晶生様 

        
「高速道路を安全に走行するために」はどうしたらい

いか、についてお話します。本日の内容は、下記のとお

りです。 

  

          

 高速道路は一見危険そうに思えますが、下段のグラフ

の右下の数字に注目ください。死傷事故率を見ると、一

般道を１００とした場合高速道路は８で、高速道路は一

般道に比べ１２倍安全です。 

    

高速道路の事故は、案外渋滞末尾（約 9％）で多数発

生していることが、下のグラフで分かります。 

      

〔渋滞末尾での事故発生率〕 

 

         〔渋滞末尾での防衛運転〕 

         

 

また、逆走車輌による事故とＥＴＣレーンでも多くの

事故が発生しています。 

逆走車両の約７割が追い越し斜線を走行してきます。

逆走車が目に入ったら、走行車線へ退避してください。

        

 



 
ＥＴＣレーンでは、前の車が止まらないと過信し追突

事故が起きています。これはＥＴＣカードの装着忘れで

車が急停車するからです。ＥＴＣレーンでは２０キロ以

下で必ず走行してください。 

    

最近、ＥＴＣカード未装着を警告するお知らせ装置を

各所に設置しています。 

    

また、パンクなどで車外で修理中に跳ねられ死亡する

事故も多く発生しています。路肩は歩道ではないという

ことと、路肩にでは修理を絶対にしないでください。そ

して、高速道路を走っている車のドライバ－は、起きて

いると限らないと思ってください。もしも車が故障した

りパンクしたら道路管制センター「＃９９１０」へ連絡

し、ガ－ドレ－ルの外で待機してください。 

  

           

車が故障したら、携帯電話などで「＃９９１０」へコ

ールして、道路管制センターへご連絡ください。 

 本日のまとめは下記のとおりです。 

 

私どもは、いつでもどこでもセミナーにうかがいます

ので、いつでもお声がけください。 

   

 

ＲＩ2760 地区第 1 回広報・雑誌委員長会議報告 

広報委員会 委員長 小林逸朗

2011 年 11 月 8 日国際ロータリー2760 地区第 1 回広

報・雑誌委員長会議が名鉄グランドホテルで開催されま

した。冒頭、本年度Ｒ．Ｉ．2760 地区広報委員会活動に

ついて委員長硲伸夫氏から広報委員会の進め方につい

て説明がありました。 

新聞、雑誌、パンフレットその他を通じてロータリー

の活動を世間の人達に知っていただくことが役目であ

りますが、そのために中部経済新聞の「私とロータリー」

欄への寄稿、ロータリーの友の「この人この仕事」「地

域で活躍されれいるロータリアン」欄への投稿また各ク

ラブが援助されているＲＣＣの活動状況を紹介してく

ださいとのお話がありました。 

その後クラブ間の情報・意見交換会が行われ、通常例

会、親睦例会のやり方、会員増強、退会防止について各

テーブルにわかれ各委員より意見交換が行われました。




