
第 2624回例会

≪司 会≫ 杉田至弘 君

≪合 唱》 「それでこそ日―タリー」

≪BGM≫  アン ドレアス・ロングの結婚式 他

GORAN MANSSON

≪ゲス ト≫  なし

≪ビジター≫ 竹田昭男 君 (静岡日本平RC)

≪本 日のお祝 い≫

お誕生 日

6月 28日 柴 田啓之助 君

結婚記念 日

6月 20日 丹羽 亨 君
6月 23日 相原雄治 君
6月 28日 肥田隆輔 君

≪会長挨拶要旨≫

キッコーマンさんの企画で 「日米食品流通シンポジウム」

という研修旅行でウィスコンシン州にあるお醤油の工場を

見学したり、シカゴとニューヨークの流通業を視察したり

シンポジウム・経済フォーラム・記念式典や観光・懇親行事

に参加 してきましたのでその一部をご紹介いたします。

日本を代表する調味料の『お醤油』は 17世紀から国際化

が始まり東南アジア諸国や欧米にまで伝わり大豆は醤油の

豆『Soybean』 と呼ばれました。明治以降に日本人が海外ヘ

移住するようになると海外の日本人や東洋系の人々に向け

て醤油の輸出が行われましたが、キッコーマン社によるアメ

リカ市場への本格的なマーケティング活動は 1957年から展

開されました。戦後の日本にはアメリカから多くの軍人、政

府関係者、ジャーナリス ト等がやってきましたが、彼らが自

国の料理に醤油を使い始めたのを見てアメリカ本土でも醤

油が使われる潜在需要があると考えたそうです。アメリカの

市場開拓では、スーパー店頭でこん炉で肉に醤油を漬けて焼

きそれを試食 してもらう方式をとり、これが以後「テリヤキ」

として代表的な醤油の使われ方となり、その後に「テリヤキ

ソース」という大ヒット商品も誕生しました。又テリヤキ以

外にも醤油の需要を開拓するために、大学の家政科を卒業し

平成 25年二月30日 天候 雨
ろ わ

た学士の女性をホームエコノミス トとして雇つて、醤油を使

つたアメリカ料理の開発を行い、これを新聞の家庭欄に掲載

し、料理本 としてまとめ、小さなレシピブックとして醤油瓶

に着けて普及に取 り組みました。それは日本料理の調味料 と

してではなく、醤油を使ったアメリカ人好みの料理を開発 し

て醤油の味を知ってもらうとい う方法でした。

このような「アメリカの現地化」の考え方は、ウィスコン

シンの工場建設 とその後の運営にも取 り入れ られ「アメリカ

人に働きやすいアメリカのキッコーマンエ場」を造るとされ

ました。ウィスコンシン州 とい う場所は、原料穀物の産地に

近く、良質の水に恵まれ、全米各地への物流 。交通の便が良

くドイツ系移民が多い地域の人々は勤勉だということで「現

地雇用を中心としたアメリカ流の経営 とレイオフをしない

日本的な雇用思想」が受け入れ られ地域社会に信頼 される企

業となっているようです。

日本国内の 1人当た りの醤油の消費量は、1981年には 10L

でしたが、2011年 には 6.5Lと 減少 しています。現在キッコ

ーマン社の売上金額の 46%は海外で、営業利益の 66%は海

外で稼ぎ出されているそ うです。日本国内ではデフレと供給

過剰による価格競争 と市場の縮小 とい う様々な消費財メー

カーと同じ悩みがあるようですが、国内市場も早く回復 して

頂きたいものです。

≪役員 ロリー ダー期末報告 ≫

広報グループ 佐橋徹 君

当クラブの活動を広 く地域社会に周知を図るため、静岡新聞

リビング静岡に取材依頼 し、梅蔭寺田口英爾氏の卓話、第

2620地 区大会、浅畑川清掃活動、南部特別支援学校訪間の

記事を載せて頂きました。

ロータリー情報グループ 佐野哲一 君

本期は 12名 とい う近年まれにみる多くの方の入会を得 られ

ました。稲森選考 リーダー、大村職業分類 リーダーの対応を

経て、新会員の皆 さまにRCについての諸事を説明させてい

ただきました。

IT推進グループ 相原雄治 君

10年ぶ りの HPリ ニューアルから、プロバイダーの変更・シ

ステム管理会社の変更を行いました。また、会報を PDFフ ァ

イルに保存 じ閲覧できるようにし、各種イベン トの写真 UP



を行いました。

雑誌グループ 柴田啓之助 君

ロータリーの友およびガバナー月信愛読の推進、卓話者への

雑誌贈呈およびロータリー活動への理解、卓話者の推薦を行

いました。

クラブ奉仕グループ 伊藤洋一郎 君

他の委員会の仕事に協力 し、クラブ運営の円滑化をはか りま

した。具体的には、 4月 25日 にクラブフォーラムを実施 し

静岡東クラブの活動の疑問や課題について、クラブ公開の討

論をしました。

出席グループ 久野義彦 君

例会出席に最大限努力 しようとのスローガンでスター トし

ました。2月 までは順調でしたが、 3、 4月 の人事異動時の

出席率が悪 く、現在のところ 90%を少 し下回つているとこ

ろです。

親睦活動グループ 冨井一矢 君

例会時の受付、ビジターの発表、活動予定の報告をしました。

主な活動 としては、 8月 の納涼会、10月 の職場見学会、12

月の年末家族会、4月 の観桜会を行いました。また、趣味の

会、くらく会、ゴルフ会、食べ歩きの会を実施 しました。

プログラムグループ 杉本幸子 君

37回 の卓話をお聞きいたしました。この内、来賓卓話は 23

回。さまざまなジャンルの方からバラエティーに富んだお話

をお聞きできました。また、新人会員の方を中心に、14回

22名 の会員卓話を実施 しました。

スマイルグループ 山下勝央 君

年度当初の目標は 130万円で、折 り返 しまではこれを超える

ペースで来ましたが、異動の時期から伸びが止ま りま して

今 日の段階で H6万 円です。

ソンググループ 川崎依子 君

例会の初めのロータリーソング斉唱の指揮を行いましたc

また、新会員の方に指揮をお願いしました。年末家族会では
「あわてんぼうのサンタクロース」を、観桜会では「手に手

つないで」を合唱しました。

SAA 中嶋達郎 君

今年は節約を目標 としましたので、年 8回の軽食の 日を設け

ました。席替えは年 4回実施 しました。食事を和やかに過 ご

していただくために BGMを流 しました。

ロータリー財団グループ 望月康弘 君

GSEはカ リフォルニアの 5280地 区からの受け入れがあり

第 4分区が担当しました。マッチング・グラン トはタイの「田

舎の学校に浄水器を設置するプロジェク ト」を今年度も継続

しました。財団寄付につきましては、当クラブは会費と一緒

に頂いてお ります。戸塚会長 と澤野会員の 2名 が新たにベネ

ファクターになりました。

米山グループ 肥田隆輔 君

米山奨学会への寄付は、当クラブから1人当た り 16,000円

53名 で、854,000円 を送金 しました。

≪スマイル報告 》

戸塚敦雄 君   今年度も本 日を含めて 2回 の例会 と

今週末の親睦ゴルフ会を残すのみとな

りました。3週間のお休みと合わせて感

謝申し上げます。

戸塚年度 も来週の夜間例会 1回 を残

すのみとなりました。財政再建を含め拙

木津 誠 君

足羽市治 君

新聞佳子 君

冨井一矢 君

小山宏之 君

中嶋達郎 君

い感 じをご支援 ご協力戴いた全ての会

員の皆様に感謝 してスマイル します。

この度 7月 1日 付で NTT金沢に転勤

することになりました。まる 3年間、静

岡東 RCでお世話になりました。静岡の

勤務 。生活だけでなく、ロータリークラ

ブも初めてで、3年前は少 し不安もあり

ましたが、会員皆様が暖かく接 していた

だき、充実 したクラブ生活を送ることが

できました。また、夜間例会には妻も参

加し、夫婦ともに大変お世話になりまし

た。引続き、後任もクラブ参加 しますの

で、私同様、宜 しくご指導願います。3

年間、本当にありがとうございました。

皆様の益々のご健勝を祈念するととも

に感謝の念を込めてスマイル致 します。

残念ですが、次回夜間例会を欠席 させ

ていただきます。沖縄への三泊出張で

す。米軍基地の返還にかかわる底地権の

借地権問題の検討処理です。最後の例会

でゆつくり飲みたかつたのですが。

先週田村 さんに北欧のコンサー トに

ご招待いただき、その後ささやかな、寺

沢さん歓迎女子会をしました。ほのぼの

とすてきなコンサー トの後楽 しいお し

ゃべ りをしました。一年間お世話になり

ました。これからもよろしくお願いしま

す。

たよりないリーダーでしたが、一年間

ご協力いただいた親睦活動グループメ

ンバーの皆様、本当にありがとうござい

ました。感謝の気持ちでいつぱいです。

昨年度の社内表彰を受賞 し、前任の永

島会員に朗報をお届けすることができ

ましたのでスマイル します。

先週、杉山会員の最後のスマイル申し

込みのアジテーションがあったので、そ

れに答えてスマイル します。SAに は本

日をもつてすべての業務が終了 しま し

た。皆様の強力に感謝 して。

一年間大変御世話になりました。次年度

はいよいよ幹事 としての役 目がまい り

ます。皆様のご協力を宜 しくお願いしま

す。

高田雅司 君

丹羽 亨 君  結婚記念 日の御花ありがとうございま

す。家内も喜んでくれると思います。

柴田啓之助君  誕生 日のお祝いありがとうございまし

た。祝ってくれるのは家内とロータリー

だけです。

山下勝央 君 今年一年たいへんお世話になりまし

た。スマイルにご協力頂きました皆様に

心より感謝しスマイルします。ありがと

うございました。

≪出席報告》
会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

6/20 58(55)

6/13 58(55) 7

58(55) 7 3 92.73%

杉田至弘 君


