
                                                               

本日の例会（第１７７７回）     ４／２５（水） 
◆地区研修・協議会報告を行います。 

※5月 2日(水)は法定休日です。 

 

次回の例会（第１７７８回）     ５／９（水） 
《地区委員会報告》 

◆スピーカー 国際ロータリー第 2760地区職業奉仕委員会 

       委員 香田 研二 

 

第１７７６回例会記録     ４／１８（水）曇 
◆司   会 梶川 久雄君 

◆斉   唱 RS・それでこそロータリー 

出 席 報 告 

会 員 数  ３５名  前々回訂正  177４回例会 

欠席会員数  11名  欠 席 会 員  3名中 

出席会員数  24名  MAKE UP  1名 

出 席 率  68.57％  出席率訂正  93.94％ 

  

会  長  挨  拶 

   会長 加藤 あつこ 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様 こんにちは。4月に入り 桜もすっかり 葉桜に。寒かったり、

暑かったり、天候も不安定ですが、政治も外交もいかがなものでしょう

か。この雨の天候のあとは、7月上旬の暑さがくるらしいです。 

そうとはいえ、もうすぐ爽やかな 新緑がまいります。 

本日は、新入会員職業紹介です。塚本様 よろしく お願い申し上げま

す。 

さて、先日の 2018・19年度の地区研修・協議会に参加してくださっ

た次期役員の皆様方は、お疲れ様でございました。本会議に続き、第 1

部の分科会・第 2部の分科会が開催されました。それぞれの分科会で研

修したことは、発表していただきます。講師は ＲＩ第 1、2、3 ゾー

ンの地域別会員増強プロジェクトリーダーの 水野 功 様でした。と

ても有意義な講演でした。 

テーマは、「ロータリーを楽しみ、会員基盤を強化しましょう」です。 

たいへん 分かり易く 奥の深い 水野 功様の 話でした。 

次週の発表を お楽しみにしてください。 

さて 皆さま、インスタントラーメンをご存知ですよね。 

今年は、インスタントラーメン発売の 60 周年です。 

今日はインスタントラーメンの生みの親である 安藤百福 氏をお話し

します。 

安藤 百福 氏は 1910年に生まれました。 

幼いころに両親を亡くし、呉服店を営む 祖父母のもとで 商売の現場

を間近で見ながら 育ったせいか、独立心と事業意欲が強く、22歳の

時にメリヤスを販売する会社を設立し、大成功を収めます。 

時代の流れを いち早くキャッチして、すぐに事業化するベンチャー精

神と失敗しても諦めないバイタリティーはこのころから 芽生えていた

ようです。 

そして どんな事業も「何か人の役にたつことはないか、世の中を明る

くする仕事はないか」という安藤氏の確固たる信念のもとに 行われて

いました。 

安藤氏は、それから 数多くの事業を手掛けていくのですが、間もなく

戦争になります。食糧難になった日本では、栄養失調のために行き倒れ

になる人が後を絶たず、それを見た安藤氏は、やはり「食」が大事、食

がなければ、衣も住も芸術も文化もあったものではないということを強

く意識するのです。 

そういう意識が根底にあったせいかどうかは分かりませんが、1957 年

に安藤氏が理事長を務めていた信用組合が破綻し、全ての財産を失うの

ですが、その時に食糧難に喘いでいた日本を救いたいという一心でイン

スタントラーメンの開発に乗り出すのです。開発にあたって、①美味し

くて飽きが来ない味 ②家庭で常備できる保存性 ③調理が簡単 ④価

格が安い ⑤安全で衛生的 の 5つの目標を立てたそうです。 

その成果もあって、1958年 8月 25日に世界初のインスタントラーメ

ン「チキンラーメン」が発売されました。当時はうどん玉 1つが 6円

の時代にチキンラーメンは 35円でしたので、問屋は仕入れを渋ったそ

うですが、美味しくて便利ということで、問屋に注文が殺到し、問屋の

トラックが工場前で列をなして出来上がりを待つほどの大ヒットになっ

たのです。 

現在では、インスタントラーメンの総需要は世界で 1000 億食を超える

までになり、誰しもが一度は口にしたことがあるといっても過言ではな

いと思います。96歳でその生涯を終えるまで「クリエイティブな発想」 

2017-18年度 R.I.テーマ 
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と「最後まで諦めない執念」を持ち続けていた安藤氏、そして「何か人

の役にたちたい。世の為人のため」の志がなければ、インスタントラー

メンはこの世に誕生していません。 

2018年 後期のＮＨＫ 朝の連続ドラマ小説は安藤氏の奥様の半生を

モデルにしたそうです。そちらも 楽しみご覧ください。 

今日は何の日 

 1923 年：ヤンキー・スタジアム完成 

 1942 年：米軍機 Ｂ25，日本本土初空襲 

 1943 年：山本五十六元帥 戦死する。 

太平洋戦争の連合艦隊司令長官ソロモンにてなくなる。 

山本五十六元帥の有名語録 

「やってみて、いってきかせて、させてみて、ほめてやらねば人は動

かじ」 

 1955 年：アジア・アフリカ 会議開催 

 

幹 事 報 告 

１．去る４月１５日（日）の地区研修・協議会にご参加の皆様、大変お

疲れ様でございました。 

２．昨年１１月に開催された地区大会記録集が届きましたので、ご参加

の方に配布いたしました。お持ち帰り下さい。 

 

新入会員職業紹介 

会員 塚本 隆君 

 

 

 

 

 

 中部財界フォーラム社として月刊の経済雑誌『月刊 東海財界』を

発行しています。 

 もともとは、1958 年昭和 33年、現在の中日新聞を退社して、川

村洋輝が、当時当地区では唯一の経済雑誌として中部財界社を設立しま

した。高度経済成長とともに、また、川村を支えて下さった方々の助け

により一時は月に 2回発行していた時期もありましたが、平成 23年の

東北大震災の影響もありましたが、川村から引き継いだ人物が会社を

散々ボロボロにして休刊という事になってしまいました。 

 私自身、プロパーの人間ではなく、某広告代理店にいた関係で、以

前から面識のあった川村から「うちに来ないか」と声を掛けられ入社し

ました。現在の社員は、中部財界からの社員ばかりですが、川村採用の

人間は私一人で、ただ一番古い人間という事で引き継ぐことになりまし

た。 

 現在は、インターネットの時代。紙媒体だけでは非常に厳しい時代

です。中部財界時代のように紙媒体の雑誌だけでやっていけるとの考え

は全くありませんでした。『東海財界』という媒体を“柱”に                  

・イベント事業部  ・出版事業部  ・ネット事業部 

と、事業部体制のような形態をとり、運営しています。 

 イベント事業部では、年に 7回ほどの異業種交流会で、毎回講師の 

 

方に来ていただき講演と懇親会を実施しています。年に１回の海外視察

ツアーを開催します。また、昨年には、中国上海にて「アットジャム」

と云うアイドルイベントを実施しました。 

 出版事業部では、一昨年「河村市政の裏・表」という本を『東海財

界出版』として出しました。また、東海農政局からの依頼で、某女子大

学栄養学部との共同出版物を出しました。 

 ネット事業部は、NPO法人で『あいち・みえプロジェクトネットワ

ーク』を立ち上げ、インターネットによるインバウンドならびに地域活

性を呼びかけます。岐阜では、すでにネット上に露出していますが、三

重は今夏、愛知は年内に露出できればと考えています。 

 これらは、『東海財界』と云う柱があって初めてできる事でだと思い

ます。 

 中部財界から東海財界になってまだまだ発展途上の７年目を迎えま

す。ここ最近特に思うことは、会社の大きい、小さい、社員の多い、少

ないではなく会社を５年・１０年維持していくことがどれだけ大変かと

いう事をひしひしと感じます。ここにおいでの皆様方はそれを成し遂げ

てこられた方々ばかりです。そんな皆様方のご指導を頂きながら私自身

が成長できればとロータリーに入会させて頂きました。少しでも成長で

きるよう努めてまいりたいと思います。今後とも何卒宜しくお願いいた

します。 

 

 二 コ ボ ッ ク ス 

梅村 美知容さん ゴルフ友の会で会長賞を頂きました。ありがとうござい

ました。庭のしゃくなげが満開です。 

渡邉  泰彬君 ゴルフ友の会４月例会、１２月例会に続いて優勝しました。 

【本日は新入会員職業紹介卓話、塚本さんよろしくお願いします。地区研修

の参加の皆さまお疲れ様でした。】 

 

加藤あつこさん 

横井  登君 

柴山  利彌君 

石黒  勉君 

梅田  渉君 

梅村  篤君 

 

尾関 正一君 

足立陽一郎君 

星川 直志君 

木村 雅一君 

近藤  朗君 

 

梶川 久雄君 

塚本  隆君 

西脇 良一君 

阿部 美男君 

西脇 多吉君 

 

杉浦 定文君 

加藤 昌之君 

北村 紀子さん 

祖父江佳乃さん 

入江由希子さん 

 


