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第１９１７回例会 

     ２０１６年１１月２８日（月）第１８回                               
●点  鐘 会長 武田 英昭君 

●斉  唱 「我等の生業」「里の秋」 

●例会行事 卓話 コカ・コーライーストジャパン（株） 

      市場開発営業部 長瀬 勝則様 

      「コカ・コーライーストジャパン（株） 

      のサスティナビリティーへの取り組みにつ 

いて」 

●ゲ ス ト コカ・コーライーストジャパン（株） 

      市場開発営業部 長瀬 勝則様 

              永島 正巳様 

 ●司  会 ＳＡＡ委員 田中 秀典君 

          会長挨拶            

名古屋空港ロータリークラブ会長 武田 英昭君 

 
会員の皆様、今日もお元気で、例会に出席をして頂きあ

りがとうございます。 

本日は、ゲストスピーカーとしてご来訪頂きましたコ

カ・コーライーストジャパン㈱長瀬、永島様に感謝し、当

クラブを代表致しまして御礼申し上げます。 

ロータリーの年間行事の中で10月、11月は、ガバナ

ー公式訪問、地区大会等、主要行事が多い時季です。先週

11月20日は、東尾張分区 12RC仲間による情報交換、

親睦と友情を深めることを目的とした東尾張分区 IMが、

開催されました。クラブ行事予定では、10月、11月の例

会回数は、8回ですが、IMを含む地区分区の行事を例会変

更とさせて頂いた関係で通常例会が5回となり会員の皆様

には、随分ご不便をお掛けしたことをお詫び申し上げます。 

そのような中で当クラブの姉妹クラブでも、九龍西RC

創立55周年式典（11/19）、松本空港RC創立30周年

式典（11/18）が開催をされました。海外姉妹クラブ第1

号として締結（1978年）以来、28年間友好関係を築い

てきました九龍西RC創立55周年記念式典には、竹尾PP、

安川、阿萬、山内会員が当クラブを代表して出席をして頂

きました。後程、ご報告等をして頂くと幸いです。また、

国内姉妹クラブ締結（1994年）以来、毎年交流を継続し

ている松本空港RC30周年式典には、田邊幹事と私が、

出席を致しましたのでご報告をさせて頂きます。 

松本空港RC30周年式典には、長野県太田副知事、名

誉会員の務台衆議院議員、スポンサークラブの松本西南

RC、国内外の姉妹、友好、交流RCのロータリアン、ご

家族等104名が参集し開催されました。セレモニーの中

で創立キーメンバー6名の一人早田会員から、当クラブ福

田ガバナー時代にRI加盟承認、チャーターナイトを開催し

た等、クラブ創立時より当クラブとの素晴らしい友好関係

が続いていると披露をして頂きました。また、松本空港RC

の海外交流クラブ、ネパールパタンウエストRCサキヤ会

員から友好の印にスカーフを頂戴しました。ネパールはチ

ベット仏教なのか分かりませんが、このスカーフを首にか

けるのは、祖先、神様や相手に敬意を表す物であると伺っ

たことがあります。この様な記念の品を頂いたのですが、

残念ながら私達は、お返しの記念品を用意しておりません

でしたので、田邊幹事と私の笑顔でお返しをしたことを報

告いたします。記念事業では、信州まつもと空港1階ロビ

ーに槍ヶ岳から穂高連峰を上空から見た北アルプスを表し

た「木壁画」を寄贈されたとの事、皆様も機会がありまし

たら是非ともご覧いただければと思います。 

本日は、この後、コカ・コーライーストジャパン㈱長瀬

様より「コカ・コーライーストジャパン㈱のサスティナビ

リティへの取り組み」について卓話を拝聴する事になって

おります。コカ・コーライーストジャパン㈱は、東海地方

を含む東日本で事業展開をされている国内最大そして、世
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界有数のコカ・コーラボトラーであります。清涼飲料事業

を展開し、更なる事業の発展を目指しているワールドクラ

スボトラーが、地球のサスティナビリティ（持続可能性）

に取り組むことは、大変有益と考えますが、どの様な活動

なのか大変興味津々です。 

余談ですが、本年度RI国際大会が、コカ・コーラ誕生の

地アメリカ・ジョージア州アトランタで開催される事にな

っております。1886年（明治19年）、薬品、飲み物を

研究していたジョン・S・ベンバートン博士が、独特の甘

い香りを漂（ただよ）わせるカラメル色のシロップを完成

させ、そのシロップを炭酸水で割って一杯5セントで売り

出したのがコカ・コーラの始まりとのことですが、コカ・

コーラ誕生当時、一日当たり9杯の売り上げだったコカ・

コーラが、130年たった今では、世界中で1日約19億

杯、コカ・コーラ製品が飲まれているとも言われておりま

す。 

既に、会員皆様には、そのアタランタで開催されるRI

国際大会の参加者募集をさせて頂いております。是非とも、

一人でも多くの皆様とご一緒に「コカ・コーラ発祥の地ア

トランタで一杯のコカ・コーラ」を飲めることを期待して

本日の会長挨拶といたします。 

 

        委 員 会 報 告         

●出席報告 （早川 正倫副委員長） 

本日の例会 

会員数 5３ 出席率 70.21％ 

出 出席義務者 21 欠 

席 

者 

出席義務者 14 

席 出席免除者 12 出席免除者 6 

者 出席者計 33 欠席者計 20 

前々回例会（1１月１4日） 

会員数 53 出席率 100％ 

出 出席義務者 35 欠

席

者 

出席義務者 0 

席 出席免除者 14 出席免除者 4 

者 出席者計 49 欠席者計 4 

●ニコニコボックス報告（友原 寛之委員） 

  

コカ・コーライーストジャパン（株）長瀬様をお迎えし

た喜びで！！  

                  武田 英昭 君 

コカ・コーライーストジャパン（株）長瀬様,卓話宜しく 

お願いします。           

田邊 雅彦 君 

井上さんごめんなさい。ゴルフ部の皆様今後ともよろしく。                  

柴田 弘  君 

本格的な写真上手く写ったかな？ 

                  太田 哲郎 君 

クーロン５５周年参加しました。 

                  竹尾 悟  君 

                   

 

今日も元気で！                  

               

阿萬 裕子 君 石川 良治 君 市川 孝 君

伊藤 康司 君 伊東 由之 君 稲熊 正徳 君

稲吉 將秀 君 井上 政秋 君 太田 威彦 君

加藤 泰弘 君 金井 和治 君 栗田 和典 君

近藤 和彦 君 三治 明 君 柴田 和宏 君

杉本 敦永 君 田中 秀典 君 照井 通夫 君

友原 寛之 君 波多野 真 君 早川 正倫 君

真城 壮司 君 安江 寛二 君 山内 佳紀 君

山北 秀和 君 山田 幹雄 君  

  

御協力ありがとうございました。 

 

本日の協力  ３１名  ４０，０００円  

本年度の協力累計          ７４０，０００円  

 

 

 
 

 
コカ・コーライーストジャパン（株） 

市場開発営業部 永島 正巳様 

「コカ・コーライーストジャパン（株） 

のサスティナビリティーへの取り組みにつ 

いて」 

 
コカ・コーライーストジャパン（株） 

     市場開発営業部 長瀬 勝則様 
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11月17日、グレイスヒルズカントリークラブにて「第 

４回 ゴルフコンペ」を開催しました。 

天候は晴れ！午前中は穏やかな天候でしたが、午後から 

風が強く吹きボールの行方が心配なぐらいでした。 

今回の成績は... 

優勝  柴田 弘さん 

準優勝 井上 政秋さん 

会長賞 市川 孝さん 

おめでとうございます♪ 

 

 

早いもので、今年も忘年コンペを残すだけとなりました。 

忘年ゴルフコンペは三重県の多度カントリークラブにて 

12月22日から１泊２プレーにて開催します。 

参加される皆さんに楽しんでいただけるようなプランと 

なっていますので、ご期待ください！ 

忘年ゴルフでは、井上さん・中林さんの優勝があるかな 

～っと思っています☆ 

参加される皆さん全員が優勝目指して頑張りましょう！ 

 

来年２月に海外遠征ゴルフコンペを企画しています。 

12月中には日時などご案内致しますので、１人でも多 

くの参加よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました ゴルフ部長  太田 威彦 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
(11/28) 豊山町新町長にご挨拶に伺いました。 

 

手前左: 豊山町長 服部正樹 様 

手前右: 豊山町副町長 鈴木邦尚 様 

 

 

 

 

第６６回社会を明るくする運動への協力に対し、感謝状

を頂戴致しました。 

 


