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開始（高橋肇SAA委員司会担当）
　定刻となりましたのでこれより第845回例会を開催致
します。
　本日の例会の模様は当クラブのHPの記録のため録
画致しますので、ご参加の皆様は、予め個人情報の
許諾をお願い致します。

富田洋平会長　点鐘挨拶
　皆様こんにちは！
　先週は式典祝賀会お疲れ様でした。
　各方面の会長幹事からもいい会だったと沢山のお声
を頂きました。非常にうれしく思います。本日も元気よ
くまいりましょう。
　それでは第845回例会を開催致します。点鐘。

ロータリーソング（ソングリーダー：圓井順子会員）
　「それでこそロータリー」

卓話者・ゲスト発表（西村美寿穂SAA委員）
ハイブリッド例会にようこそご参加下さいました。
本日のゲスト1名です。
遠賀ロータリークラブ（福岡県）　永留　克記　様

バナー交換
福岡県　遠賀ロータリークラブ
永留克記（ながとめかつき）様
（ご挨拶）
　急に決まりましたので、私どものク
ラブのバナーをお持ちしませんで失礼致しました。後日
郵送でご勘弁願いたいと思います。
　とにかくコロナが隆盛を極め、ロシアのウクライナ侵
攻という物情騒然とした世界で、私の個人的なことで
は娘が新しい生命を生み出してくれ本当に有り難いと
思っております。
　新しい時代へ向かって
一助になればと思います。
よろしくお願い致します。

周年行事報告（石川和子実行委員長）
・ �皆様こんにちは！　皆様お疲れで、
今日は出席者が少ないです。私も
疲れが抜けません。先週はお疲れ
様でした。準備を含めて本当に細
かいところまで気を遣っていただいて準備万端整え
て始まり、ゲストの皆様喜んでお帰りになりました。
とても素晴らしい周年ができたと思っています。皆
様御協力ありがとうございました。

・�育成園アニメ上映会は今年も5月に計画しています
が、育成園の状況次第で子どもたちが喜ぶイベント
を何かやりたいと思いますので、奉仕の皆さんよろ
しくお願い致します。

IM報告（川口惠IM委員）
　今年5月20日（金）にIMを開く予定です。
　当クラブは20周年のビデオを再編集して出すことに
なりました。場所は赤坂区民ホールですが、間もなく
資料が配布されますので、登録お願い致します。

会長報告（富田洋平会長）
・�20周年おつかれさまでございました。2750地区会
長幹事会でも、沢山「よかったよ」とお褒めの言葉
を頂きました。

・�次週は「そんな周年行事ができるクラブの例会はど
んな例会か」と銀座RCの幹事さんと96歳の小沢
会員が来てくださるので、皆様来週もよろしくお願い
致します。

・�本日はクラブ協議会で今できることについて話した
いと思います。

・�育成園の子どもたちから、ヘッドホンと文房具のプ
レゼントに対してお礼の色紙が届いています。

幹事報告（石原忠始幹事）
　本日は例会後クラブ協議会がございますので、お帰
りにならないで出席をよろしくお願い致します。

次回例会予告（福元智子会員）
　来週は石川酒造の石川会長がいらして卓話をいただ
きます。「職業奉仕」と題して日本酒を何本かご持参
下さるそうです。試飲程度ということですが、皆さま車
では来ないようによろしくお願い致します。

例会報告  第845回  2022年4月18日（月）
ハイブリッド例会

出席と接続会員数26名＋メーキャップ1名
（正会員58名-休会5名）

出席率 50.94%



【第5回クラブ協議会】
テーマ：増強

① オンライン部（発表者 鈴木隆志会員）
・�実際に増強をするための広報部隊を作って告知活
動をしていく。
・�ロータリーで同じ価値の下で活動をすることで友だ
ちができることのアピール。
・�ロータリーの中にはこんなふうになりたい人物像が
たくさんいるので、そこに身を置きたいという考え
をアピール。

② テーブル1（福元智子会員）
・�新しい会員がすぐ
活動の戦力となっ
ていくことで、ロー
タリーへの理解を
深めお友達を連れ
てくることが多い。
・�女性がとても魅力的なので、これを打ち出していく。
・�増強を組織的にいろんなツールを使ってやってい
く。
・�無理やり連れてくるより自分の友だちを連れてくる
自然な増強が良い。

③  テーブル2（南章乃会員、西村美寿穂会員、上田
美帆会員）

・�ロータリーがどんな
ところか、しっかり
伝えることが重要。
・�ロータリーでは、
寄付・ニコニコが
重要な意味を持つことが必要。
・�いろんな会員がいらっしゃるので、クラブの魅力を
高め会員同士が交流することを楽しみにしてくるこ
とも大事。
・�会員個人個人の魅力ある会員がその吸引力でお友
だちを連れてくることがうちの特色

（増強のまとめ）（富田洋平会長）
・ �一人一人の会員が自分の活動体験なり田中久夫さん
の「ロータリーに入ろう」の本によってなど自分なり
の増強についての答えをもって亀の足取りのように1
人、2人と誘っていくことに意味があると思います。

（要約文責　宮下）

被選理事会報告（山下江会長エレクト）
　先ほど被選理事会があり、米山奨
学記念委員会の理事委員長予定の太
田会員が仕事の都合で辞退されるこ
とになり、クラブ細則に基づく理事会
の決議で岡田会員に、理事兼委員長
に入ってもらうことになりました。

閉会点鐘（富田洋平会長）

永 留 克 記 様� 孫の出産と出張で参りました。

富 田 洋 平 会 長� 20周年式典・祝賀会皆さん本当にお疲
れ様でした。

� これからも当クラブ、愛とチャレンジで進
んで参りましょう。

上 田 美 帆 会 員� 皆さま20周年式典おつかれ様でした。大
成功に終わって嬉しいので、ニコニコします。

大 盛 敬 子 会 員� 11日の20周年行事を終え、当クラブの団
結力の凄さに改めて痛感した次第です、
楽しい一日を過ごさせて頂きまして、ありが
とうございました。

佐 藤 幸 子 会 員� 海外の友人より、良い知らせがあったの
でニコニコします。

高 橋 　 肇 会 員� 昨日子供が初プールデビューしたので！
田 中 結 加 会 員� 20周年式典あらためておめでとうございま

した。素晴らしい式典でしたのでニコニコ
します。

並 木 咲 樹 会 員� 先週は周年行事おつかれ様でした。盛
会でよかったです。

野 呂 洋 子 会 員� 先週の20周年は素晴らしい会になりました
ね。東京中央新ロータリークラブのメン
バーであることを誇りに感じました。

福 元 智 子 会 員� 先日の周年はありがとうございました！
� アクトから「今回の祝賀会に参加して改め

てロータリアンへの憧れの念が再熱しまし
た！」と嬉しい感想をいただきました。

圓 井 順 子 会 員� 20周年記念式典、お疲れ様でした。貴
重な経験が出来ました。

矢部祐加子会員� 来週の例会は、福生RCの会員であり石
川酒造の蔵元、石川�彌八郎（いしかわ
やはちろう）様が卓話にお越し下さいます。
ご自慢のお酒も振る舞っていただけますの
で、ぜひ皆様お誘いあわせのうえお越し
いただければと思います。

山 下 　 江 会 員� 石川実行委員長、富田会長はじめみん
なの力で、20周年成功おめでとうござい
ます。昨日のブログで書きました。「なや
みよまるく」で検索すれば出ますので、ご
覧いただければと。

山 田 桂 子 会 員� 先日の20周年記念式典、手作りの温かさ
が感じられるステキな会になりましたね。

� 嬉しいのでニコニコします。

（遠賀RC）

にこにこ合計28,000円



が、「素晴らしい」との声ばかりでした。
・�4月21日に我々の35周年に会長幹事他多数出席い
ただきありがとうございました。
　実行委員長の大槻と会長の田中が所用があり、本
日私が代わりにお礼を申し上げます。
　これからの5年がうちのクラブにも中央新にとって
も大事になってくると思い、協力しながらすすめられ
ればいいなと思っております。

石川酒造様から本日提供いただいた日本酒説明 
（矢部祐加子会員）
　本日福生RCの会員でもある石川酒
造の蔵元石川様の卓話でございます。
本当に卓話が面白い、本当にお酒が
おいしいとの評判でございます。
（石川彌八郎様）
　造り酒屋をやっていてこんな
に嬉しいことはありません。昼
間から飲みたいから是非持っ
てきてくれと言われることは嬉
しいよね。鞄にいっぱい入れ
て持ってきました。お酒は秋か
ら造り始めるので、そろそろ終わりですが、この緑の
瓶がしぼりたての「あらばしり」という生酒です。茶色
の瓶がいわゆる日本酒で、冬にじっくり熟成させまし
た。青い瓶は「東京の森」といい、当家が営む林業
の杉材の香りを付けた樽酒みたいなものです。
　3種類を楽しんで、酔っぱらったところで私の卓話
を聞いて下さい。

米山留学生奨学金お渡し（岡田敏江会員）
（方岳ゲン様挨拶）
　慶応大学経済学研究科に所
属しています。出身は中国南部
の陶磁器で有名な景徳鎮です。
　1年間よろしくお願いいたし
ます。

会長連絡事項（富田洋平会長）
　先週木曜に東京中央RCの35周年式典と祝賀会に
ご招待いただきまして、当クラブからも多数の参加が
あったと思います。40テーブル、250人以上の参加で
大きな祝賀会で圧倒されました。表彰が沢山ありまし
たが、私が驚いたのは皆出席です。76名いらして、一
番すごい方は31年連続皆出席で2名ですよ。ポイント
は「簡単だ。その日の例会が終ったらすぐ次の予定を
入れること」だそうです。青少年奉仕に軸足を置いた
35年で厚みがあるなと思いました。

開始（上田美帆SAA委員司会担当）
　定刻となりましたのでこれより第846回例会を開催致
します。
　本日の例会の模様は当クラブのHPの記録のため録
画致しますので、ご参加の皆様は、予め個人情報の
許諾をよろしくお願い致します。

富田洋平会長　点鐘挨拶
　皆様こんにちは！
　連休前に非常に晴れて幸先良い日を迎えております。
　私は北海道出身ですが、先日ウトロ漁港の事故があ
りましたが、あのあたりは天気予報が絶対あてになら
ないと言われています。　
　残念な事故でしたが、連休北海道へ行かれる方は
是非気を付けて下さい。心のもやもやを吹き飛ばすい
い10連休にして頂けたらなと思います。

ロータリーソング（ソングリーダー：田中結加会員）
　「手に手つないで」

ゲスト発表（安原良昭SAA委員長）
　ハイブリッド例会にようこそおいで下さいました。
　本日のお客様は、9名です。
・石川酒造株式会社・代表取締役社長
　　　　　　　　　　　　　　石川　彌八郎　様
・東京銀座RC　関根　正悟　幹事
・東京銀座RC　野澤　亨　様
・東京中央RC　山田　泉　幹事
・東京中央RC　住吉　陽　様
・井関会員ゲスト　Maneesh　様
・�ホワイトカード株式会社　東京中央RC・住吉様ご
紹介　坂本　紗季　様
・米山奨学生　方　岳ゲン　様
・矢部会員ご紹介　狭山　美佳　様

挨拶（東京中央RC　山田泉幹事）
・�4月11日に素晴らしい20周年にご
招待いただきありがとうございまし
た。うちから3，40名参加しました

 例会報告  第846回  2022年4月25日（月）
	 ハイブリッド例会

出席と接続会員数30名＋メーキャップ1名
（正会員59名-休会5名）

出席率 57.41%



石川酒造株式会社　代表取締役
石川彌八郎　様

【卓話者プロフィール】
清酒「多満自慢」ビール「多摩の恵」
醸造元
石川酒造株式会社　代表取締役社長
石川彌八郎　聖豊　（幼名：石川太郎）
�
1964年��６月11日�東京都福生市熊川生まれ
1990年�3月� 東海大学政治経済学部卒業
1990年�4月� �家業である、清酒「多満自慢」醸

造元石川酒造（株）入社
1990年�12月� �国税庁醸造試験所（現、酒類総合

研究所）第7研究室に講習生として
出向

1991年�3月� �醸造試験所講習生を首席で卒業、
同所研修生となる。同研究室で酒
造米の研究助手を務める

� 10月� �研修生終了、石川酒造にて清酒醸
造に携わる

1995年～� � �地ビール事業に関しての調査研究を
始める

� � �ドイツ、ベルギー、チェコ、アメリカ、
カナダなどを視察

1998年�６月� �ビール醸造開始「多摩の恵」発売、
醸造所内にレストラン「福生のビー
ル小屋」「そば処、雑蔵」開店

2000年�10月� �ミュンヘン工科大学バイエルン州
ヴァイエンシュテファン醸造研究所、
並びにデーメンスビール醸造学校公
認「ビール鑑定士」（全国地ビール
醸造者協議会認定、日本第一号）

2001年� � �読売文化センター「ビールの楽しみ」
講師

2002年� � �実践女子大学生涯学習センター「お
酒とビールのおもしろ講座」講師

� 10月� �石川酒造株式会社�代表取締役就任
2008年� � 紺綬褒章受章
2013年�12月� �石川家第18代目当主　石川彌八郎

襲名　諱は聖豊
2020年�1月� �株式会社大多摩ハム小林商会　代

表取締役就任

【卓話】
・導入部
　実は私はブルースミュージシャンとしてハーモニカ吹

山下江会長エレクト報告
　皆さんの次年度の所属委員会の希望をメールなどで
お尋ねしています。3番目位までの希望を記入お願い
します。申し出がない場合はこちらの方で適当に割り
振らせてもらいますので、今週いっぱいまでに私の方
に連絡下さい。

挨拶（東京銀座RC　野澤亨会員）
　富田会長の沸き立つ勢いにはいつ
も感服しております。女性でも男性で
も出掛けるときはおしゃれをすること
でホルモンががーっと出てよろしいんじゃないかと思い
ます。又、東京には造り酒屋は4軒くらいしかないんで
すが、今日はそのうちの1軒の多満自慢さんに巡り会う
ことができて、本当にロータリーのいいところです。出
会ったら皆仲良くしてくれればウクライナ侵攻なんか無
くなりますよ。ありがとうございました。

幹事報告（石原忠始幹事）
　来週は連休で休会、次回は5月9日（月）になり、
理事会もあります。

野 澤 　 亨 様� お久しぶりです。過日は創立20周年おめ
でとう御座いました。

� この4月で96歳を越しました。12日には保
土ヶ谷でone�roundしました。

� ありがとうございます。
富 田 洋 平 会 長� 本日は東京中央RCより山田幹事、住吉

様、銀座RC野澤様、関根幹事、
� 多数ゲストにお越し下さりありがとうござい

ます。
井 関 和 美 会 員� 今日はYoga�gives�backアンバサダーの

マニーシュ氏をゲストにお招きで来て嬉し
いです。

小沼百合子会員� 先日は素敵なお誕生日会をして頂きありが
とうございました。

� プレゼントのケーキも家族と美味しく頂き、
元気に一年過ごせますようにニコニコしま
す。

田 中 結 加 会 員� 今週、不登校の子どもたちのためのフリー
スクール幕張を開校しました。

（銀座RC）

にこにこ合計14,000円

「日記に学ぶ職業奉仕」卓
話



宮下 文夫・山田 桂子・小堀 　彰・
川口 　惠・金子 健彦・諏訪 智美・
大石 由梨枝・白坂 亜紀

クラブ週報
編 集 担 当

服が1万円、3倍だ。収入は増えて
いない。我が国は大変化だ。」

昭和23年� � �農地改革で農業をやめて酒屋に本
腰（うちの父の時代）

・日本酒需要曲線
　1973年　100なら　　→2020年　23に激減
・うちの「多満自慢」　1990年をピークに激減へ
平成6年�父の日記　「出荷状況良好ならず。前年比

90％。やがて石川酒造もだめになっていく
か、大変な赤字」

��12月　�「本年の実績もますます悪い。そもそも酒
造の社長が市長をやるということが間違っ
ていたのだ」

・18代僕の時代と19代息子の時代
　父の日記�　「税金を出して貧乏になってもいつまでも

商人として高い信用を確保するには、社会人
として紳士的でなければならない。インチキ
な商売でぼろい儲けをするよりも良心的な商
売で長い信用を築けと教える」

　これは我々ロータリアンはポール・ハリスのシカゴの
時代をふと思い出す訳ですね。ああいう時代は日本に
もかつてあったんですね。真面目な仕事をするという
職業奉仕によって長い信用を築くと大丈夫だと、これ
ぞ職業奉仕だと。
　丁度時間となり、終わらせていただきます。どうもあ
りがとうございます。

（要約文責　宮下）

きでは日本一なんです。「ロータリー希望の風奨学金」
の留学生のためのチャリティコンサートを６月11日私の
誕生日にやろうとしています。
　ブルースハーモニカ見たことありますか？　これで12
本入っています。
　（実演）
　案外上手でしょう。ハーモニカを吹く造り酒屋の中で
は日本一なんです。造り酒屋は日本に1,000軒くらいあ
り、東京には7軒くらいあります。
　ロータリーは昔は一業種一人でやっていたんですが、
2750地区はゼロ、2580地区は僕一人で、東京でたっ
た一人の造り酒屋のロータリアンです。
・造り酒屋の日記
　うちは徳川家康の頃からやってまして私で18代で
す。酒蔵を始めたのが幕末ですね。うちのじいさん
たちが筆まめで、日記をずっと書いてるのよ。二百
何十年、それが残っているのよ。墨筆だからもう今
は読めないよね。段ボール箱に300箱だったかな、
今福生の図書館の収蔵庫に置いてもらってるんです
が、うちの父が大学の先生に頼んで20年がかりで
本にまとめたんですよ。これは第9巻です。私の明
治39年生まれのじいさんの部分です。うちのじいさ
んは、開設53年の福生ロータリークラブの初代会長
だったんですよ。うちのチャーターメンバーは1名未
だお元気で、53年間皆出席なんですよ。
・日記の内容
　（読み上げ）
「石川家の日記は徳川時代から続いている。幾天辺
の盛衰の中に生活を克明に記し、厳しく反省してき
ている。」
「このために石川家を継ぐ者は、日記を記す義務を
負わされていると言ってもよい。」
「石川家には古来当主が日記を記す定めになってい
る。日記は家運消長人生航路の記録であって、自ら
過去を反省し、今後に処する指針とする。父弥八郎
は生前1週間前まで敢然記していた。小生も死の直
前まで記したいと思う。」とあります。
・酒蔵の歴史
幕末� � �農業だけでは食えないと酒蔵を始

める。
明治20年� � ビール造りを始める。
� � �当時の投資は5,000円（現代の1億

5,000万円くらい）。足掛け3年で中
止。造ったはいいが売れなかった。

昭和22年�1月� �「寒気強し。敗戦3年後の新春、混
沌とした社会。シャツ1枚300円、
子どものセーター500円、背広1着
3,000円、酒一升200円。これが敗
戦3年後の日本の姿。」

� 12月� �「現在は1月より悪い。1月一升60
円の米が今180円、3,000円だった


