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２月は 「  世界理解月間  」 です 

次回例会 2006 年 2 月 15 日  

（第 2203 回） 
 

  「ガバナー公式訪問」 

2005～2006年度国際ロータリー第2660地区 

ガバナー 神崎 茂 氏 

例会担当：会長・幹事 

本日例会 2006 年 2 月 8 日 

（第 2202 回） 
 

「守口の治安と犯罪状況」 
守口警察署 

署長 明瀬  勉 氏 
例会担当：社会奉仕委員会 

本日のランチタイム・ピアノ演奏曲目                  
   １・時計（ミュージカル）   ２・ララのテーマ（映画音楽より）   ３・夢のカリフォルニア（ママス＆パパス） 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
前回例会（2201回）2/1の主な内容 
 
ゲスト紹介              （親睦活動委員会） 
 
石原秀則氏    アサヒビール㈱近畿圏   本部副本部長 
上岸 哲氏    アサヒビール㈱近畿圏本部法人営業部課長 
 
☆2 月度結婚記念日：6名 誕生日：6名 
 
◎ 新入会員の紹介         （伊東会員） 
 松尾 卓哉氏（1963 年 2 月 16 日生） 

現在、㈱スタート（水道・不動産業）を
経営されております。 

 三浦 雅裕氏（1954 年 6 月 29 日生） 
現在(㈱)ノモス商会（文具）に勤務され
ております。 

 

 
会長の時間                 （三浦会長）   
      「世界理解月間」 
 1 月はロータリー理解月間で、会員にロータリー
について知識と理解を一層深めて貰い、同時にロー
タリアン以外の、一般市民にもロータリーのことを
よく知って貰うためのプログラムを実施する月間で
す。（「友」平成 14 年 12 月号より） 
 2 月 23 日は、ロータリーの創立記念日で「世界理
解月間」とされました。国家間の平和の基礎と国際
理解と親善を鼓舞し育成することが目的です。  
具体的には世界社会奉仕（ＷＣＳ）、災害救援飢餓救
済、人道的援助、研究グループ交換（ＧＳＥ）等多々
あります。 
 日本独自の財団としては米山記念奨学会があり、
留学生に対して奨学金を支給して、大きな業績を残
しています。また、ロータリアンは各種の活動を通
じて世界理解と平和を推進しております。 

出 席 報 告 

例会日       出席    欠席          出席率 

 

2 月 01 日      ３５    １１      76.09％（ 59 名中 13 名免除）  

1 月 18 日      ３１    免除会員出席 7名メークアップ 3名（70.45％） 



 

 

 
 
 

卓  話   「“挑戦”し続けるアサヒビール」 
アサヒビール株式会社  

            近畿圏本部副本部長  
 

石原 秀則氏 
 

すべては、お客様の
「 うまい 」のために、  
を胸にアサヒビールは、い
つの時代にもお客様に視
点を向けて、より高いお客
様満足のために挑戦をし
続けております。 すなわ
ちアサヒビールの歴史は、 

挑戦の歴史であり、その挑戦の結果成長を続け、お
客様からの高い支持を頂いております。 
 その挑戦の歴史は、明治 33 年アサヒビールの前
身である大阪麦酒が、「ビールは新しいほど“うま
い”」。 そのうまさを知ってもらいたいとの一心で
の生ビールづくりへの挑戦がスタートです。びん入
り生ビールは、その後「通人の生ビール」として家
庭へも浸透しました。又、昭和 33 年 9 月には、日
本初の缶ビール。 それは、当初スチール缶で金属
臭等の不満があり、改良には製缶メーカーとの共同
研究で試行錯誤を繰り返しながら今日のアルミ缶
へと問題点もクリアしました。缶ビールの登場は、
新しい需要開拓の扉を開き、昭和 35 年には南極へ
も送られるエピソードを生んでいます。これは、グ
ラスがいらない飲み方提案で軽く冷えやすく、ゴミ
処理も容易であるとの容器革命の先端をいくもの
でした。 
 そして遂に、昭和 62 年重くて苦いと言うビール
の概念を打ち破る“スーパードライ”＝辛口のビー
ルと言うまったく新しい切り口の生ビールを発売
し、直後からお客様の圧倒的なご支持を得て初年度
1,850 万函の驚異的な大ヒットを記録しました。ま
さに「この味がビールの流れを変えた」のメッセー
ジでした。その後各社は、ドライブームと捉えて追
随してきましたが、当社には確固たる裏付けの上で
の開発＝挑戦でお客様の理想のビール 「喉ごし 
の良い、スッキリとした味わい」「キレが良くドラ
イな生ビール」としてお客様の大きなご支持を得る
ことが出来たのです。さて、生ビール・容器・味へ
の挑戦、そして、新たな挑戦をアサヒビールは、“鮮
度”をキーワードとしています。魚も野菜もそして
ビールも鮮度が命です。工場での「できたての生ビ
ール」を飲まれた方は、ご存知でしょうが、やはり
“とれたて”で“できたて”に勝る味のうまさには
かないません。ビールにとっての最大の敵は、酸
素！その他には振動・日光・高温です。そこでアサ
ヒビールは、鮮度活動としていかに工場できたての
商品を早く消費者の皆様に届けるか、出荷日数の短
縮に挑戦しています。 
 1996 年には、5 日台でしたが 2004 年には、3 日
台を達成しました。そのフレッシュマネージメント
活動は、生産・物流そして店頭活動の営業を第一の
企業活動のテーマとしております。アサヒビールは、
「いつでもどこでも最高のうまさを最高の状態で
お届けする」それは「すべてはお客様のうまい！の
ために」どこまでも挑戦し続けるアサヒビールを今
後ともより一層ご支援下さい。ご家庭でさらにおい
しく飲むポイントは、 

① ビールを注ぐ時グラスを傾けますが、最後
は立てて泡をグラスの 2～3 割にする。 

② 飲む時、泡の下側に上唇を入れる。 
③ 飲みごろ温度は、5～6 度。 
④ 飲み切り（注ぎ足しはしない。） 
⑤ 飲み終わったらグラスを良く洗ってすすぎ、

自然乾燥させる。 
以上が理想です。皆さんも楽しくビールを飲んで明
るく元気に頑張りましょう！ 
 

◇◇◇理事会だより◇◇◇ 
第 9 回理事会 

日時：2月1日（水）13：30～ 場所3F「松月の間」 
1） 藤井健太郎会員退会の件・・・・・・承認 
2） 神崎 茂ガバナー公式訪問の件．2/15訪問 
3） 2005年東海道シンポジウム大阪・守口宿大会報告 
4） 花光親睦活動委員長よりクリスマス例会の収支報告 

 
幹事報告                    （篠﨑幹事） 
◇ 2月のメッセージカード「ロータリー世界理解月間」をメ

ールBOXに配布。 
◇ 退会者のご報告 

（白川会員・池永会員・石山会員・山下会員）の4氏は、
12月末付で退会されました。 

◇ 3救運動の開催ご案内 
日時：２月４日（土）午前９時～ 
場所：守口市立下島小学校施設内 

◇ 麻雀同好会のご案内 
日時：2月15日（水）例会終了後 
場所：守口ロイヤルパインズホテル 

◇ 新入会員の松尾・三浦両会員には親睦活動委員会に所属し
て頂きます。 

 
委員会報告              
米山奨学委員会         （菅野委員長） 
○米山奨学生終了者歓送会出席報告 
出席者【三浦会長・菅野委員長・李 強氏】 
日時：2006 年 1 月 29 日(日)11：30～14：00 
場所：大阪厚生年金会館 

広報雑誌：会報委員会      （田代委員長） 
○「ロータリーの友」掲載ご案内 

・ロータリーの誕生とその成長 
○当クラブの例会回数は、先週例会で 2200 回目を
むかえました。 

 
 
 
 
 
                           

 

多田 会員 ちょっとうれしい事がありました。 
中島 会員 田代会員、新春邦楽演奏会のお写真 

お世話になり有難うございました。
伊東 会員 三浦さん松尾さんの入会を祝って。
木崎 会員 横尾先生にたいへんお世話になりま

した。ありがとうございます。 
内田 会員 長女の誕生日（2/2）。 
石井 会員 先週例会欠席のお詫び。 
菊田 会員 長期欠席のお詫び。 
松尾卓会員 入会の記念に。 
三浦雅会員 入会の記念に。 
 
2/1 結婚・誕生ニコニコＢＯＸ累計 718,000円 
 

 


