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スーパードライが大好きな私であります。ビー
ルの美味しい飲み方などのお話が聞けると期
待しています。
　本日も楽しい例会となります様に皆様のご
協力をお願いして挨拶と致します。宜しくお
願いします。有り難うございました。

○ロータリーソング「4つのテスト」
○卓話者
　アサヒビール㈱長崎支社
　支社長　山添　勝吉 様
○ゲスト
　同支社　営業担当副部長　矢野　　均 様

■前田　勇
は や と

人さん
　JR九州ハウステンボスホテル㈱
　代表取締役社長

　この度、歴史と伝統のある佐
世保RCに入会させて頂きました
前田でございます。これをご縁に皆様と力を合
わせて地域社会の活性化に向けて、精一杯努力
してまいります
ので、よろしく
お願い申しあげ
ます。

 会長　長島　　正さん
　皆さん今日は。お盆は過ぎま
したが、まだ日中の暑さは厳し
い様です。しかし、朝夕は随分
しのぎやすくなってきた感じが
します。
　さて、8月15日の終戦の日に前後して、色ん
な事が起こりました。韓国李明博大統領の竹
島への上陸に続き、香港の民間活動家の尖閣
諸島への上陸。韓国大統領の天皇陛下に心か
らの謝罪を求める発言など、周辺国のむき出
しのナショナリズムに対して、私達はどう対
処していけば良いのかを考えてしまいます。
　終戦の日、お盆と言えば日本人は平和の有
り難さを噛みしめ、先祖に対する供養をして
静かに過ごす時です。何ともやり切れない思
いがしました。
　先日、長崎国際大学RACの例会に出席いた
しました。長崎RCの藤岡幹事を卓話講師に招
いての例会でした。会員の皆さんの若々しく
新鮮で和やかな雰囲気の中で、楽しく終始す
る事が出来ました。
　9月は新世代のための強化月間であります。
9月27日㈭ の長崎国際大学RACの例会では、
私が卓話の予定であります。多くの会員の皆
様方にも出席して頂きたいと思います。
　本日の例会卓話には、アサヒビール㈱長崎支
社 支社長 山添勝吉様をお迎えしております。
ビールが大変うまい時季であります。アサヒ
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部門合同セミナーについてご報
告致します。会場は西九州大学

（佐賀市）の講堂で、福元裕二
ガバナーはじめ塩澤恒夫ガバナ
ーエレクト他、地区のインター
アクト委員会、ローターアクト委員会、ライラ
委員会、青少年交換プログラム委員会、それ
に各クラブの新世代関係者が一堂に会して合
同セミナーが開催されました。
　福元ガバナーによる「新世代育成にとって
今何が課題か」というテーマでの基調講演で
始まり、増㟢幸一郎新世代統括委員長による
5 つの委員会の説明、その達成すべき目標につ
いて話がありました。続いてインターアクト委
員会（中尾嘉宏委員長:佐賀北RC）、ローターア
クト委員会（古賀秀仁委員長:伊万里西RC）、
ライラ委員会（中島洋三委員長:佐世保南RC）、
国際青少年交換委員会（若杉能将委員長:諫早多
良見RC）の各委員長による今年度の活動方針の
発表がありました。私が出向しているローター
アクト委員会の古賀委員長の発表内容として、
全世界のローターアクトの現況についてお話が
あり大変興味を惹かれました。2010年-11年度
のデータだそうですが、全世界に8,703のRAC
があるそうです。その中でRACの数が世界で
一番多い国はインドで2,189、2位はアメリカの
652、日本は5位で288だそうです。
　世界で見ればRACは確実に増えているとの
事ですが、我が2740地区は残念ながら減少傾
向にあります。私も地区委員の一人としてこ
の状況を打開する為に、現在休部中の佐世保
東RACを復活させたいと考えています。既に
地区にも了解済みではありますが、前年度ロ
ーターアクト地区代表の大矢君より、現在長
崎国際大学RACの元会長の仲野 優さんを佐世
保東RACの会長として活動を再開して貰い、
又、同時に長崎国際大学RACの卒業生の中
で佐世保在住の人達にも、そのまま佐世保東
RACに入会して貰う様に出来ないかと要請を
受けました。仲野 優さんご本人の了解も取れ
ましたし、佐世保東RCの大木幹事とも話し合
った結果、この件は自分達も積極的に取り組
んでいきたい事だとおっしゃってました。た
だ、少なくとも5～6名はメンバーを確保する
必要があるので会員の確保については、佐世

 幹事　円田　浩司さん
１．第2740地区ガバナー・エレクト
	 塩澤　恒雄さん
　　次期地区幹事	 竹田　健介さん
　 次年度副幹事 有薗良太会員選出のお礼が届

いております。

２．第2740地区ガバナー事務所
　地区ホームページ更新のお知らせ
　　8月17日、18日です。

３．公益財団法人	ロータリー米山記念奨学会
	 事務局長　坂下　博康さん
　 ホームページ「ハイライトよねやま149号」
（2012年8月10日発行）が届いております。

４．ハウステンボス佐世保RC
　　佐世保東南RC
　活動報告書送付のご案内

５．長崎北RC	 会長　里　　隆光さん
　　長崎北RAC	 会長　林　　直和さん
　公式訪問例会のご案内
　　日時／平成24年9月27日㈭　点鐘19:30
　　場所／サンプリエール
　　登録費／1,500円
　　登録締め切り／平成24年8月31日㈮

６．公益財団法人	米山梅吉記念館
	 理事長　渡邉　脩助さん
　①秋季例祭ご案内
　　日時／平成24年9月15日㈯　14:00～
　　場所／米山梅吉記念館ホール
　②賛助会ご入会のお願い
　　全国一人100円募金運動
　　賛助会員お一人年間 3,000円
　③米山梅吉記念館　館報　2012年秋号

■地区ローターアクト委員会
	 地区委員　増本　一也さん

　2012年8月18日㈯に開催されました国際ロ
ータリー第2740地区2012-13年度 新世代奉仕

委員会報告

幹 事 報 告
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保RCにも是非ご協力をお願いしたい意向でし
た。佐世保南RCの中島ライラ委員長からも、
アクトの会員確保の件はクラブを超えて協力
し合いたいとのお口添えもありました。この
件に関しましては、長崎国際大学RACの価値
を高める上でも重要な案件ではないかと私自
身考えておりますので、今後とも皆様のご協
力をお願い申しあげる次第です。

■ローターアクト委員会
	 委員長　高橋　理一さん

　国際ロータリー第2740地区 
2012-13年度 新世代奉仕部門合
同セミナーに、インターアクト委
員長 山下尚登さんと一緒に参加
しましたので報告いたします。
　佐世保RCからは地区委員として松尾慶一さ
ん、増本一也さんも出席されており、合わせ
て4名の参加でした。
　参加者紹介、ガバナー挨拶の後、福元裕二
ガバナーによる「新世代育成にとって今何が
課題か」と題する基調講演では、現在の日本
の若者の問題点として、就職氷河期を乗り切
って就職した若者ですら、早期に退職する者
が多く、これが原因で日本企業でも日本人の
採用を減らし、外国人の採用を増やしてい
る。日本人の若者が早期退職する原因として

「自己肯定感」の低さなどを指摘されていま
した。

■ロータリー財団委員会
	 委員長　藤井　　隆さん
台南RC訪問団のご案内
１．訪問日時
　平成24年11月19日㈪～21日㈬
　　19日　夕刻
　　　台南RC例会出席〔台南泊〕
　　20日　台北へ
　　　ゴルフ・観光〔台北泊〕
　　21日　台北にてゴルフ・観光〔帰国〕

２．概算費用
　ビジネスクラス利用　　145,000円程度
　エコノミークラス利用　120,000円程度

　申し込みは、8月31日㈮までに事務局へお願
いします。

 親睦活動委員会　松尾　文隆さん
○今月の誕生祝い
　溝口　尚則さん（4日）
　橘髙　克和さん（8日）
　松尾　慶一さん（11日）
　才木　邦夫さん（16日）
　副島　正義さん（27日）

 出席委員会　大久保利博さん
○永年会員表彰
　立石　徳雄さん（34回）

○出席100％表彰
　菅沼宏比古さん（15回）
　高橋　理一さん（3回）

 親睦活動委員会　坂本　　敏さん

長島　　正会長、円田　浩司幹事
松本　由昭さん、下田　弥吉さん
田中丸善弥さん
　アサヒビール㈱長崎支社 支社長 山添勝吉さ
んの卓話に期待してニコニコします。

長島　　正会長、円田　浩司幹事
平尾　幸一副幹事
　ホテルオークラ 前田勇人さんの入会を歓迎
いたします。

安福鴻之助さん
　ホテルオークラの前田勇人さんの入会をお
喜びし、ニコニコします。

田中　信孝さん
　甲子園応援ありがとうございました。お陰
様で2回戦進出でき、20年ぶりの勝利をあげる
ことができました。7対12で宇部鴻城高等学校
に敗れましたが、9回に選手のねばりと頑張り
が出たのも皆様の応援のお陰とお礼申しあげ
ます。

遠田　公夫さん
　ホテル開業以来36年間、長い付き合いのア
サヒビールさんの山添支社長の卓話に期待し
つつ、今夜はアサヒで一献！

ニコニコボックス

慶　　　祝
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（今週の担当　才木　邦夫）
（カメラ担当　見藤　史朗）

増本　一也さん
　先日、8月11日㈯の「松浦公園夏まつり」で
は、皆様に多くのご協賛を頂きありがとうご
ざいました。当日は雨も降らず、1,000人を
超える来場者があり、大盛況でした。テナン
ト出店では、大久保利博さんにもご協力を頂
き、大変感謝しております。

幸良　秋夫さん
　久しぶりの例会です。8月1日から2週間ほど
入院していました。おかげさまで順調です。

溝口　尚則さん、才木　邦夫さん
　誕生祝いありがとうございます。

高橋　理一さん
　出席100％表彰ありがとうございます。

『国産ビールの120年』

　アサヒビール㈱長崎支社
　支社長　山添　勝吉	様

　日本の国産ビールは明治20年
代に産声をあげました。今から
120年ほど前のことです。当社の前身である大
阪麦酒は大阪の酒造家が中心となり創業、サ
ッポロ社は北海道開拓使麦酒醸造所が民間に
払い下げられたのがルーツです。キリン社は
外国人資本が横浜の外国人居留地向けに創業
したビール会社を三菱グループが買い取り、
麒麟麦酒がスタートしました。
　日露戦争が終わった翌年の明治39年には、
大阪麦酒、日本麦酒、札幌麦酒の３社が合併
し大日本麦酒が発足しました（国産主義の徹底
と輸出の拡大を目指した）。

　昭和の大戦が終わり昭和24年に「過度経済力
集中排除法」が適用され、国内シェア80％を占
有していた大日本麦酒が解体され「朝日麦酒」
と「日本麦酒（後のサッポロビール）」に分割さ
れ現在に至っています。また、昭和32年にオ
リオンビールとタカラビールが、昭和38年にサ
ントリービールが発売されましたが、タカラビ
ールは昭和42年に撤退しました。
　昭和30年代にビールの消費量は10年間で５
倍に激増しました。池田内閣の所得倍増計画
と冷蔵庫の普及により、家庭用消費が急激に
伸びたためです。この間に業務用に強かった
アサヒ、サッポロはシェアを落とし、家庭用
に強かったキリン社だけが大きく伸ばし、以
降スーパードライの出現までキリン社はシェア
を伸ばし続けました。
　昭和62年3月にスーパードライが発売されま
した。この商品は二つの仮説に基づいて開発
されました。一つは「お客様の嗜好は変化す
る」、もう一つは「お客様は味がわかる」です。
この仮説に基づき5,000人の消費者調査が開始
され、結果として「お客様はキレのあるビール
を望んでいる」ということがわかりました。
　発売時の「広告」としてはスーパードライと
いうイメージ作りのため「落合信彦」を起用し
ました。「営業」としては酒販店の店頭での「試
飲会」に加え、街頭での「100万人試飲会」、
飲食店向けの見本ローラーを大々的に実施し、

「見てもらう、飲んでもらう、買ってもらう」
活動を徹底的に実施しました。この結果、発
売初年度1,350万函、3年目で1億500万函を売
り上げるに至りました。
　現在は発泡酒や新ジャンルという低価格カ
テゴリーが発売され、ビール四社で過激な競
争が展開されております。

＊8月例会 予定＊

8月29日 卓話　㈱ティ・プロジェクト
 　　　佐世保RC会員　大久保利博さん

クラブ会報委員会 委 員 長　才木　邦夫　　 委　員　黒木　政純 ・ 圡井　弘志
副委員長　髙瀬　宏滋　　 　　　　坂本　　敏 ・ 見藤　史朗

卓　　話

ニコニコボックス 本日合計 　20,000 円

 累　　計 187,000 円

◇


