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司会   沼崎善充 SAA   会長  井上 旭会長   斉唱  手に手つないで 

 

事務所・例会場 

相模原市緑区中野 1029  津久井商工会館 2F 

TEL 042-780-0201  FAX 042-850-4830 

例会日 毎週木曜日  時間 12：30~13：30 

会 長 井上 旭   幹 事 小山里枝 

【 出席報告者 吉野賢治委員長 】    

現在会員数 出席対象数 本会出席数 本会欠席数 本会出席率 前回修正出席率 前々回修正出席率 

16 16 15 1 93.75％ 80.00％ 87.50％ 

本日欠席者 具会員 

 

9歳で 4年飛び級して高等科に編入。 

明治 23年 11歳で大阪市立大阪商業学校へ入学。 

明治 25年 13歳で大阪東区の薬種問屋小西儀助 

商店（現在の接着剤メーカーコニシ）へ丁稚奉公

にでた。この時小西儀助商店で扱っていた洋酒に

ついての知識を得た。 

16歳で絵具・染料を扱う小西勘之助商店へ移る。 

20 歳の時大阪市西区靱本町で鳥居商店を起こし

た。  

明治 39 年 27 歳で「寿屋洋酒店」に改名、スペイ

ン人兄弟が大阪で経営していたセレース商会を買

収し、スペイン産の葡萄酒を販売するが売れない

ので日本人の口に合う「赤玉ポートワイン」を製

造販売した。 

大正 10 年、42 歳で大阪松屋町で「株式会社寿屋

を設立」、大正後期に「赤玉ポートワイン」が国内

ワイン市場の 60％を占めるまでに成長した。 

大正 12 年 44 歳で本格的なウイスキーの生産を志

し、スコットランドでウィスキー留学の経験のあ

る、竹鶴政孝を招き大阪府島本村山﨑に（山﨑蒸

留所）を建設、国産ウイスキーの製造を開始。 

昭和 12年 58歳で「サントリーウイスキー12年」

を発売、この製品の成功によりウイスキー事業が

軌道に乗る。 

 

 第 16回目の会長の時間です。早いもので 1月

最後の例会になりました。 

本日はお忙しい中、相模原西 RC、IM実行副委

員長の大河原さんにお忙しい所、 わざわざ IM

の PR にお越しくださいました。 

又、栗林ガバナー補佐、津久井クラブ幹事の小

林様お忙しい中、お越しいただきありがとうご

ざいます。 

過日クラブで論議し津久井クラブの希望者を

受け入れるお話を致しましたが、本日津久井 RC 

北島会長、小林幹事のご意見を拝聴いたします。 

又、栗林ガバナー補佐のご指導を仰ぎながら方

向性を決めたいと思います。 

 さて、今月最後の例会なので今日は何の日と

いうことで、3つのお話をさせていただきます。 

最初に、サントリーの生みの親、鳥居信治郎さ

んの誕生日なので、鳥居さんのお話を少し、さ

せて頂きます。 

明治 12年大阪の米穀商鳥居忠兵衛の次男として

生まれ、1962 年 昭和 37 年 2 月 20 日急性肺炎

のため死去されています。 

明治 20年 8歳で尋常小学校に入学し、翌 21年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶 井上 旭会長 
 



 

 

 

 
1940年昭和 15年サントリーオールド誕生。（戦時

下により発売ならず、10年後に世に出る）この時

長男鳥居吉太郎が死去 

1960年昭和 35年サントリーローヤル発売 

翌年昭和 36 年寿屋の会長に就任。経営の第一線

から退く。 

昭和37年２月20日急性肺炎で83年の生涯を閉じた。 

色々な失敗を繰り返しながら、失敗を恐れず挑

戦することを重んじる、信治郎は「やってみなは

れ」を創業精神として 21世紀も掲げている。 

このサントリー創業者も事業は山あり谷あり

で、折角 M＆A をした事業をサントリー白・赤を

売り出したが赤字続きで手放して経営再建に力

をそそいだ、この様に事業を継続することは大変

なことで、私達事業活動をする上でよいお手本だ

とおもいます。 

第 2 話は 3 分間電話の日、昭和 45 年のこの日

公衆電話が 3分 10円になりました。 

それまでは時間の制限がなく１通話 10円でした。 

 最後のお話は赤穂事件、1703 年（旧暦：元禄

15年 12月 14日） 

大石内蔵助ら旧赤穂藩士 47 人が吉良上野介邸

に討ち入りし吉良を討った。何かにつけちょくち

ょくモラハラまがいの事をされていた赤穂藩主、

浅野内匠頭が高家旗本の吉良上野介を、江戸城松

の廊下で切りつけてしまう。 

その日江戸城内では幕府が朝廷の使者を接待

している真最中で、場所柄もわきまえずに刀を抜

いた浅野に対し、時の将軍・5 代徳川綱吉は大激

怒。浅野側＝切腹・佐野家お取り潰し。一方吉良

家側には何のお咎めもなし。この判断に対し浅野

家家臣たちは反発。元より良い評判の無かった吉

良上野介に対して、浅野内匠頭はよく耐えてい

た。特に諸大名のいる中で「田舎侍」がなど侮辱

される事が多かった。赤穂浪士たちは、主君浅野

内匠頭の死に自らも死をもって忠義を尽くした。 

このことは江戸市民や一般民衆に赤穂浪士の

行動を支持する声がほとんどで、今でも時代劇や

歌舞伎で忠臣蔵が演じられています。 

 

幹事報告 小山里枝幹事 

栗林一郎 様  相模原南 RC  

小林栄一 様  津久井 RC 

ロータリー関係受領書類 

ガバナー事務所 

 国際奉仕を考える会｣開催案内 

 インターアクト一泊研修会開催案内 

栗林ガバナー補佐 

 会員増強達成率報告 

ロータリーの友事務所 

ロータリーの友 2 月号 

相模原大野 RC 

  例会変更通知 

 

   

   わっか便り 

 

 

ゲスト紹介  
     

 

 

 

大河原幸夫 様 相模原西 RC  

沼崎善充会員 



 

 

 

 

  

  
 

 

                     

 

 

  

 

 

  

 

   

  

                      

   

 

                       

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    

  

 

 

 

 

I M キャンペーン 

相模原西RC 大河原幸夫様      

皆さん、こんにちは。今年度第 5 グループ IM

のホストクラブ、相模原西ロータリークラブ IM

実行委員会副委員長を仰せつかっております大

河原と申します。宜しくお願いします。 

 今日は貴クラブの貴重な例会の時間をお借り

致しまして、第 5 グループ今年度 IM のご案内

をさせて頂きたいと存じます。栗林ガバナー補

佐のご指導のもと、約 3 週間後に迫りました今

年度 IM についてご案内致します。 

皆様のお手元にリーフレットを配らせて頂き

ましたが、まず日程は 2020 年 2 月 22 日土曜日、

令和 2 年 2 月 22 日です。大変覚えやすい日程で

すので、ぜひ覚えて頂ければと存じます。場所

は少々遠くて恐縮ですが、センチュリー相模大

野で行います。時間は 14 時から登録、14 時 30

分から 19 時 45 分と少々長丁場ですが、本会議

につきましては 2 部構成で考えております。 

今回テーマを「若者と生きるを考える」とし

ておりますが、1 部は基調講演といたしまして、

皆様、IPS 細胞、ゲノム医療というものを耳に

された事があると思います。人生 100 年、120

年時代と言われて久しいですが、最先端医療に 

  

 

   

ついて順天堂大学でゲノム医療を専門に研究し

ておられる著名な教授にお越し頂きまして、現在

の先進医療についてお話頂きます。 

 その上で、青少年、インターアクト、ローター

アクト、インターアクト学友会、更にはロータリ

アンを加え、パネルディスカッションを行いま

す。約 1 時間程「生きる」をテーマにして、未来

のためにロータリアンとしてできる事は何があ

るのか、そういったことをディスカッションして

いきたいと思います。 

I M でございます。勉強会みたいなものですか

ら、皆様、聴いて頂くだけではなくて、ディスカ

ッションの後に質疑応答の時間も設ける予定で

すので、ご意見、ご質問を頂ければ幸いです。 

 閉会式を終了後、懇親会を予定しております。

今回栗林ガバナー補佐のご意見もございまして、

今年度の国際大会がハワイですので、国際大会に

敬意を表しまして、フラダンスやハワイアン料理

をご用意して皆様をお待ち致しております。 

 ですので、第 1 部本会議、第 2 部懇親会ともお

楽しみ頂けるのではないかと思います。 

 皆様、遠方でございまして、又週末のお忙しい

時だと思いますが、1 人でも多くの皆様のご来場

をお待ち致しております。よろしくお願いいたし

ます。今日はありがとうございました。 

 



 

 

スマイル報告 吉野賢治委員長 

 

会 水野 茂委員長 

 

相模原南 RC 

 栗林一郎 様  いつもお世話になります。久しぶりに伺いました。よろしくお願い申し上げます。 

津久井 RC 

 小林栄一 様  お世話になります。今日はめんどうなご相談にお伺いいたしました。よろしくお願

い致します。 

相模原西 RC 

 大河原幸夫様  本日は 2/22 に開催される IM のご案内にお伺いさせていただきました。1 名でも多

くの皆様のご参加をお待ちしております。宜しくお願い致します。 

津久井中央 RC 

井上 旭会員  栗林ガバナー補佐、西クラブより大河原さん、津久井クラブの小林さん、ようこそ

お越し下さいました。大河原さんは IM の PR に、小林さんは親クラブの今後につ

いて、栗林ガバナー補佐はそれぞれのまとめ役でお越し下さいました。 

小山里枝会員  本日は栗林ガバナー補佐、津久井クラブの小林幹事、そして相模原西クラブの大河

原様、ようこそお越し下さいました。ありがとうございます。井上会長、よもぎ団

子をごちそうさまです。先日の雪かきで筋肉痛です。 

前沢弘之会員  栗林ガバナー補佐、小林幹事、大河原 IM 実行副委員長、本日はありがとうござい

ます。今年に入って、この例会場に来るのは初めてです。やっぱりここが一番です。 

小川洋一会員  お客様、ようこそ津久井中央へ。宜しくお願い致します。又 1 つ役が増えました。

津久井地区財産区代表者会議の会長です。任期は 4 年です。（ちなみに旧津久井町

には 6 財産区があります） 

高橋幸一会員  栗林ガバナー補佐、小林さん、大河原さん、ようこそお越し下さいました。 

先日、時代の流れに乗って、PayPay に対応してみました。一昨日、早速 PayPay

で支払いしたい人が現れたのですが、支払上限額の関係で決済できず、残念でした。

第 1 号、楽しみです。 

森田正紀会員  多くのお客様を迎えての例会になりました。西クラブの IM、楽しみにしています。

頑張って下さい。P.S 2 月 1 日よりタクシー運賃が変わりますので宜しくお願い

致します。（値上げです！） 

八木 勉会員  栗林ガバナー補佐、小林さん、大河原さん、ようこそお越し下さいました。 

あたたかくて良い天気ですね。 

池田豊文会員  栗林ガバナー補佐、小林さん、大河原さん、ようこそおいで下さいました。 

山﨑和彦会員  栗林さん、小林さん、大河原さん、ようこそ。昨日、今日と暖かく、庭のロウバイ

も満開で春を感じます。早く春がくるとガスや灯油が売れなくなるので困ります

が、でも暖かい方がいいですね。 

田畑和久会員  栗林 AG、大河原様、小林様、ようこそ。本年も宜しくお願いします。暖かすぎる

冬にコロナウィルスと冬の観光地はボロボロでしょうね。天災支援だけでなく、そ

んなことの経済支援もロータリーは考えないといけないのかも、ですね。大河原様、

IM もゴルフもナイスショットを！ 

杉本信一会員  めぐみの雪と雨の中、無事雪かきできました。重い雪でした。 

水野 茂会員  今日はビジターの皆様、ありがとうございます。天気が良いのでスマイルします。 

佐藤祐一郎会員 栗林 AG、大河原さん、小林さん、ようこそ！雪、1 日でとけてしまいました。奇

跡です。 

吉野賢治会員  栗林ガバナー補佐を始め、お客様ようこそお越し戴きました。久しぶりの例会場、

落ち着きます。IM の成功を祈ります。 

                  

 

 

 

 
 


