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 WELCOME   会長エレクト 四方 信次 

名川 誠 様 キリンビール㈱  

執行役員北海道千歳工場長 

髙木 繫秀 様 RID2510第 7 グループガバナー補佐 

長沼 RC 会長エレクト 

池内 昌之 様 長沼 RC SAA・次年度幹事  

 

 会長あいさつ   会長 関根 悟 

皆さんこんばんは、本日は

長沼からガバナー補佐と池

内さま２名お越しいただき

ありがとうございます。 

先日は、函館でPETS（ペ

ッツ）がありました。四方エ

レクト、大下会員と私とで行ってまいりました。私と大下

会員は、夜９時に千歳を出発して１時頃ついたのです

がフラフラで次の日も睡魔に襲われましたが無事終了い

たしました。 

また、本日はキリンの工場長名川さまにお越し頂いており

ます。キリンビール会で会ってもいつも気にお声掛け頂き

大手の工場長では、珍しく千歳の街にも溶け込んでいて

私個人も大好きな方です。仕事でも大変お世話になっ

ております。今日は、長沼からもお越しですが地元キリン

ビールの試飲がございます。乗り合わせでお越しであれば

１人方は、ご堪能頂けると思います。 

本日の卓話楽しみにしておりますどうかよろしくお願い申

し上げます。 

 

 ごあいさつ    

第 7グループガバナー補佐 髙木 繫秀 様 

本日は、IMの件でお願い申し上げると共に次年度幹事

であります池内さんをご紹介という形でお供していただき

ました。3月 26日に IMが

ございます。場所は 25 周

年を行った同じ場所「りふ

れ」です。受付は 12時 30

分、開会は 13 時となって

おりますので、宜しくお願い

します。閉会は 15時、懇親会は 15時 30 分から 17

時までという事で、今計画をしております。皆さんには全

員登録という事で、いろいろお願いをしておりますけれども

出席の締め切りは 3 月 10 日だと思いますので宜しくお

願いしたいと思います。テーマについては「若者の育成と

ロータリー」という形で講演させていただきたいと思います。

講演者は米山学友でありました韓国のイ・ヨンエさんです。

今、札幌幌南ライラックロータリー衛星クラブに加入して

おり活躍中でございます。その方ともう一つはパストガバ

ナー羽部大仁さんの 2 つの講演を予定しております。そ

の後、ガバナーから講評をいただきたいと思います。厳し

い講評になるかもしれませんがお願いしてあります。講演

が終わりましたら、第 7 グループの合同プロジェクトという

事でタイのアカ族の支援プログラムがございます。これにつ

いては、前回の会長・幹事会の中で決定されまして、こ

ちらのセントラル RC さんが責任クラブという事でお願いし

てあります。折角の IM ですので講演が終わりましたら、

セントラル RC の会長さんからプロジェクトの発表・PR を

させていただきたいという事でお願いしていたところ、プログ

ラムに加入出来ましたので宜しくお願いします。予定は

14時 40分となっております。 

また、お願いですが、今年度の RI 規定審議会でかなり

柔軟性のある形で改定されました。クラブの出席、欠席

という形で退会は出来ないという事になっております。そ

れからクラブの週の休みがあります。例えば第1週や第 3

周に休みがある時は世界的に休会にしなければならない

となっておりますので、ガバナーの方からも十分周知して

例会出席状況（2017年 3 月 7 日） 

会員数 43名 

会員出席者数 32名 

欠席者数（内：無断欠席）  11（2）名 

出席率 74.42 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  3名 

2 出席者数総計  35名 
 

前回例会 確定出席率（2017年 2 月 21 日） 

確定出席率（MU含む） 74.42 ％ 

 

 

 

 

 

発行 千歳セントラルロータリークラブ  会長 関根 悟 / 副会長 武田伸也 / 幹事 菅原百合子 / 会報委員会 委員長 山口康弘 

〒066-8520 北海道千歳市本町 4丁目 4-4 ホテルグランテラス千歳   TEL.0123-26-5788  FAX.0123-25-9112 

Mail.membership-office@ccrc.jp  URL.http://www.ccrc.jp  Facebook.http://www.facebook.com/chitosecentral 



RI第 2510地区 千歳セントラルロータリークラブ 会報   2017年 3月 7日   例会 第 31回 / 通算 第 1231回 

- 2 - 

欲しいという事でございます。例えば第 2 週の火曜日が

休みでなくとも祭日があった場合は休会にして欲しいとい

う事です。これは全世界的な約束事になっております。ど

うしてもやる場合はクラブ細則でこれを謳ってほしいという

事です。クラブ細則で規定しておけばその週もやる事にな

ります。その点もご周知ください。第 7グループと第 12 グ

ループの合併の話もありましたが、これについては前回の

会長・幹事会でご説明しましたが、当グループは、合併

はありません。函館のほうが未定でしたが結果的に全クラ

ブ現状維持になりました。PETS でもお話がありました。

いろいろありましたが、雨降って地固まると言いますかお

互いに緊密な関係を作り上げることが出来たのではない

かと思っております。次年度に向けてまた一生懸命頑張

っていただきたいと思っております。お願いばかりで申し訳

ありませんが、挨拶に代えさせていただきます。宜しくお願

いします。 

 

 幹事報告  幹事 菅原 百合子 

 IM（3月 26日）の参加について 

出欠表を回覧しておりますが、バスで行かれる方は

1,300 円、その時にお弁当（700 円）が必要な方は

○×を記入してください。  

 地区大会記録誌が届いております。 

登録された方のレターボックスに配布しています。事

務局でも閲覧できます。 

 千歳国際交流協会情報紙「エール 3月号」 

  各テーブルに配布していますのでご覧ください。 

 千歳ローターアクトクラブ 3 月例会（親睦ボウリング）の

ご案内 

○ テーマ：『絆をつなぐ、ハイタッチ！』 

○ 日時：3月 28日（火） 

18：00 受付 

18：30 食事 

19：00 ボウリング 

20：00 定例会、表彰式 

21：00 懇親会（別会場、別途ご案内） 

○ 会場：千歳フジボウル 

○ 会費：登録 1,000 円、食事 1,500 円、ボウリ

ング 2,000円、懇親会 3,000円前後を予定 

○ 出欠締切：3月 17日（金） 

こちらも出欠表を回覧しておりますので記入をお願いしま

す。 

 

 各委員会連絡・報告    

青少年奉仕・ローターアクト委員会 委員長 高塚 信和 

今日配布されたロータリーの友に久々にロータリーの今と

未来という事でたくさん載っています。是非読んでいただ

いてその意義を深めていただきたいと思います。回覧を回

していますが、3 月 28 日

（火）に親睦活動委員

会と共催で千歳 RC、恵庭

RCも入りますけれどもボウリ

ング大会をすることになって

おります。フジボウルでやりま

すけれども、18 時 30 分から食事をして 19 時からプレ

ーをする形になっています。最後までいる人は懇親会に

出るという事になると思います。出欠を宜しくお願いした

いと思います。先日、親睦委員会でパークゴルフ大会も

やりましたが、皆さん冬の間健康状態もあまり良くないと

思いますのでこれから春になって芽生えてきますので是非

奮ってご参加ください。 

 

 2月誕生祝  進行：幹事 菅原 百合子 

☆野口 三恵子 会員（2月 12日生れ） 

☆山口 康弘 会員（2月 2日生れ） 

お誕生日おめでとうございます！ 

 

 還暦祝い  進行：幹事 菅原 百合子 

還暦を迎えられた井上英幸会員をお祝いしました。関

根会長から祝い酒と特製 T シャツを贈呈！ 

 

T シャツ背面には、

お祝いコメントがプリ

ン ト さ れて います

(^^)/ 
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 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 委員 臼田 暢 

長沼ロータリークラブ様をはじめ誕生日祝い、還暦祝い、

東京マラソン完走、開院記念日、お子様の卒業など大

勢の方にニコニコしていただきました。 

長沼ロータリークラブ様、四方信次会員、野口三恵子

会員、望月秀則会員、福島力会員、髙木昌人会員、

菅原百合子会員、古木克紀会員、井上英幸会員、

山口康弘会員、清水清光会員、石川貴美子会員 

 

 

 

 本日の例会プログラム  

通常夜間例会 

「卓話 地域の皆様と共に歩む『一番搾り』～北海

道づくり～」 

講師 キリンビール㈱ 執行役員北海道千歳工場長 

名川 誠 様 

担当/雑誌委員会 委員長 古木 克紀 

本日の卓話講師であ

りますキリンビール㈱ 

執行役員北海道千

歳工場長  名川誠

様のご紹介をさせてい

ただきます。 

 

 

 

名川 誠 様 

生年月日 1958年（昭和 33年）9月 22日 58歳 

出身地 神奈川県 

[略歴] 

1981年 3月 東京大学 農学部卒業 

1983年 3月 東京大学 農学系大学院（修士課程）卒業 

1983年 4月 キリンビール㈱入社 麦酒科学研究所 

1989年 6月 海外留学（米国） 

1998年 9月 京都工場醸造担当部長 

2000年4月 福岡工場製麦担当部長 兼 醸造担当部長 

2002年 9月 研究開発部担当部長 

2006年 3月 名古屋工場副工場長 

2009年 3月 キリンホールディングス㈱ 知的財産部長 

2011年 3月 キリンビール㈱ 技術開発部長 

2013年 1月 キリンビール㈱北海道千歳工場長 

2014年 3月 執行役員北海道千歳工場長 

2014 年にはキリンビアフェスタ（工場開放）を名川工

場長のご尽力により 10年ぶりに開催し本年は 8月 20

日開催されます。 

本日の雑誌委員会担当例会にて、ロータリーの友として

名川工場長に無理にお願いし、了承を得ました。 

本日の卓話テーマ＝地域の皆様と共に歩む『一番搾り』

～北海道づくり～ 最後までご静聴下さいますようお願

い致します。それでは、名川工場長お願い致します。 

 

 卓話  

講師 キリンビール株式会社 

執行役員北海道千歳工場長 名川 誠 様 

関根会長はじめ千歳セントラルロータリークラブの皆様、

私にこのような場を与えていただきまして本当に有難うご

ざいます。この場をお借りしまして御礼申し上げたいと思

います。早速始めたいと思いますが、今テーブルにビール

が出て、早くも飲もうかという勢いがありますが、話の中で

飲み比べてくださいというのがありその時に空になっている

テーブルがあるのはどうかと思いますので、もうちょっと待っ

本日のニコニコ BOX 合計額 39,000円 

今年度 累計額 587,000円 
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ていただくか、無くなってもいいという思いで飲んでいただく

かという事でございます。 

まず、皆さん世界にビールは何種類ぐらいあると思います

か？ 

A.100～500 

B.500～1000 

C.1000以上 

正解は C.1000以上あります。日本でいうとキリンビール

があって、アサヒビールがあってというのを数えているのでは

ありません。日本のビールは全部一種類です。ナショナル

ブランドのビールは一種類。ピルスナーという限定された

中で作り分けていますからそれを一種類と数えても

1000 種類あるという事です。どれほどビールの種類があ

るか、海外を旅行されたらその地域のビールを是非飲ん

でいただきたい。大きく分けるとビールは二種類に分かれ

ます。エールとラガーです。ラガーはキリンのラガーではあり

あせん。ラガーというのは低温で熟成させるという意味で

す。エールは逆に温度が高いです。酵母が発酵し終わっ

た後に上に浮いてくる。ラガーは低温で発酵し終わった後

に酵母が下に落ちてきます。工業生産するとどちらが扱

い易い酵母かというと明らかに下に落ちてくる方が楽です。

というのは、重力でタンクの下から抜けます。上に浮いた

のは回収するのが大変です。今世界の工業生産してい

るビールはだいたいラガータイプのビールになっています。

昔は上のビールしか作れませんでした。低温といっても冷

凍機がないので、高い温度、常温に近い温度で発酵で

きるビールしか無かったのです。19 世紀、冷凍機が出来

るようになってから低温で熟成できるようになりました。こ

れがだいたい日本のビールです。 

特に北海道のキリンビールは名水百選にも選ばれた千

歳のナイベツ川の水を使っていますので凄いですというの

が大事です。 

 

── ビールがどのように作られるかをご説明いただいた

後、4 種類（一番搾り、北海道づくり、ハートランド、ラガー）のビ

ールを試飲し飲み比べを行いました。出席された皆さん

が楽しみながらその違いを確かめていました。 

8月20日（日）に行われるキリンビアフェスタのご案内や

47 都道府県のビール製造、北海道千歳工場の見学

者通路改装などについてお話いただきました。 

 

最後に、名川様より 3 月末をもって退社されるとのご報

告がありました。キリンビール㈱を代表してお話されるのは

最後の機会になるだろうという事で、名川様にとっても良

い思い出になったと感謝の意を述べられました。 

 

古木委員長 ── 名川工場長におかれましては、本

当にお忙しい中、これから送別会でお忙しくなる中、本

日お卓話を引き受けていただき有難うございました。先ほ

どお話がありましたが、今月末キリンビール社をご勇退さ

れます。千歳へ来て 4 年。きっと清水町では泣いている

女性が多数いるのではないでしょうか。名川工場長、34

年間キリンビール一筋のご勤務大変ご苦労様でした。今

一度拍手をお願いします。本当に有難うございました。 

  

 記念品贈呈   

関根会長より講師 名

川様へ記念品を贈呈い

たしました。 

 

 

 

 

 次回例会案内  

プログラム委員会 委員長 笹谷 俊尚 

次回例会は、3 月 14 日（火）通常例会「卓話 TPP

と日本の食料・小麦 アメリカ視察」 講師は RI 第

2510地区パストガバナー 安孫子建雄 様（江別RC）

です。担当は会員増強・維持委員会。開会点鐘12時

30分、定例会場です。 

 

 NEWS & TOPICS  

ロータリー学友世界奉仕賞に緒方貞子氏 

元国連難民高等弁務官であり、元ロータリー国際親善

奨学生の緒方貞子氏

に、2016-17 年度ロ

ータリー学友世界奉仕

賞が贈られました。 

外交官の家族に生ま

れた緒方氏は、第二

次世界大戦後、国際

関係に関心を抱き、米国ワシントン D.C.のジョージタウ

ン大学大学院へ留学。1951年、日本人として 2人目
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のロータリー国際親善奨学生となりました。 

「ロータリー奨学生として留学中、社会奉仕の重要性を

学んだだけでなく、ロータリアンの方々との交流を通じて、 

見識を広げ、さまざまな経験ができた」と緒方氏は振り返

ります。「『超我の奉仕』というロータリーのモットーに深い

感銘を受け、以来、これが私の人生の指針となってきま

した」 

カリフォルニア大学バークレー校から博士号を取得後、日

本に帰国した緒方氏は、現在ロータリー平和センターが

ある国際基督教大学と早稲田大学で教鞭をとりました。

その後、1991 年に国連難民高等弁務官（UNHCR）

に就任。さらに、国連総会で日本代表、国連日本政府

代表部とユニセフの執行理事会議長も歴任しました。 

国連難民高等弁務官としての 10年間、緒方氏は、湾

岸戦争、ルワンダと旧ユーゴスラビアでの民族紛争、冷

戦時代のアフガニスタン紛争における難民、そして旧ソビ

エト連邦から逃れてきた難民を支援しました。緒方貞子

氏は 1951 年、日本人として 2 人目のロータリー奨学

生となりました。「『超我の奉仕』というロータリーのモットー

に深い感銘を受け、以来、これが私の人生の指針となっ

てきました」 難民問題と国際的な安全保障には深い関

係があると訴えることで、国連難民高等弁務官事務所

の予算と人員を拡大。国連安全保障理事会との関係

を強化し、その貢献が高く評

価されています。「難民を守る

ことは、その性質上、論争の

的となり得る」と緒方氏。「行

動を重んじるダイナミックな

（UNHCR の）活動を実行

するには、主権国家に挑むこ

とが求められます。これらの国

は自国民以外、そして時には

自国民への対応に迫られる

からです」 

2000 年に UNHCR を退職後も、政府や国際関係の

舞台で積極的に活動し、国連人間の安全保障委員会

共同議長やアフガニスタン支援日本政府特別代表など

を歴任。国際協力機構（JICA）の理事長を 2 期務

めたほか、小泉純一郎元首相が設置した有識者会議

のメンバーとしても活躍しました。 

政府関係の仕事に携わったことで、変化をもたらす民間

人と市民グループの力を知ったと緒方氏は話します。 

「私たちは急速に変化する世界に生きています。世界が

これまでになく複雑な脅威にさらされている中で、市民社

会の役割や人びとのつながりが、これまで以上に重要性

を増しています」 

最優秀学友会賞は、ロータリー第 1210 地区学友会

（英国）に授与されました。同学友会は、定期的にクラ

ブ例会や地区行事に参加し、地区内の家庭に絵本を

寄贈するプロジェクトを実施しています。 

 

 SCHEDULE  

3
月 

水と衛生月間 ■世界ローターアクトの日 ■会長エレクト研修
セミナー(地区) ■財団・米山・地区補助金管理セミナー(地区) 

14日 

通常例会「卓話 TPP と日本の食料・小麦 アメリカ視
察 講師/RI第 2510地区パストガバナー 安孫子建
雄 様」 
[担当/会員増強・維持委員会(委員長 野口三恵子)] 

21日 
移動親睦夜間例会 「親睦の夕べ in キリンビアレス
トラン ハウベ」 [担当/親睦活動委員会（委員長 大
下和志）] 

26日 RI第 2510地区 第 7 グループ IM（長沼 RC） 

28日 

第 17回理事会 AM11:00 事務局 

通常例会「未定」 
[担当/出席・ニコニコ箱委員会(委員長 岩室秀典)] 

千歳 RAC定例会「親睦ボウリング」（フジボウル） 

4
月 

母子の健康月間 ■地区研修・協議会 ■清掃奉仕活動 

4日 
通常夜間例会 「クラブ協議会/次年度方針 会長エ
レクト 四方信次」 [担当/会長エレクト 四方信次] 

9日 RI第 2510地区研修・協議会（札幌パークホテル） 

10日 春の交通安全運動セーフティコール 

11日 
通常例会「未定」 
[担当/友好クラブ委員会(委員長 松坂敏之)] 

18日 

移動親睦夜間例会 「合同例会 in THE 
BELLCLASSIC Lien」 千歳 RC、千歳 RAC 3 クラブ
合同例会(千歳セントラル RC主催) 
[担当/親睦活動委員会（委員長 大下和志） 

25日 

移動例会「清掃奉仕活動 」 
[担当/社会奉仕委員会(委員長 福島 力)] 

第 18回理事会 PM1:00 事務局 

29日 千歳 RAC定例会「国際フードパーティー」 

5
月 

青少年奉仕月間 ■長泉 RC友好締結記念日（1997.5.13） 
■長泉 RC友好締結 20周年記念例会 ■長沼国際交流フェ
スティバル ■春の交通安全運動「セーフティコール」 

2日 休会（定款第 8条第 1節：同一週に祝日） 

9日 
通常夜間例会 「未定」[担当/クラブ研修・新会員研
修・細則検討委員会(委員長 彦坂忠人)] 

13日 第 25回長沼国際交流フェスティバル（長沼 RC） 

16日 
通常例会「未定」 
[担当/青少年奉仕・ローターアクト委員会(委員長 高塚信和)] 

20日 
親睦夜間例会 「友好クラブ締結 20周年記念合同
例会」 [担当/友好クラブ締結 20周年記念実行委員
会（委員長 松坂敏之）] 

23日 例会日を 5月 20日(土)に変更 

30日 

第 19回理事会 AM1:00 事務局 

通常例会「未定」 
[担当/国際奉仕・空港募金箱委員会(委員長 土居栄治)] 
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