「ロータリーに輝きを」 Light Up Rotary
2014-15年度 RI会長／ゲイリーC.K.ホアン

RI.D2590ガバナー／大野 清一

横浜旭RC会長／増田嘉一郎

横浜旭ロータリークラブ

２０１５年３月２５日

第２１９１回例会
体 験 例 会

■司
会 副 SAA 二宮麻理子
■開会点鐘 会 長 増田嘉一郎
■斉
唱 それでこそロータリー
ＳＬ 市川 慎二
■出席報告
会 員 数
本日の出席率

34 名
93.10％

本日の出席数
修正出席率

27 名
89.29％

■本日の欠席者
松本、斎藤
■ビジター
高梨 昌芳様（名誉会員）
■体験例会参加者
丸橋
守様（保険・飲食・建築）
岸本 寛之様（弁護士）
岡村 貴之様（弁護士）
中村比砂子様（リラクゼーション）
味園 朋子様（不動産管理）
■会長報告
１）本日は、体験例会です。５名のお客様を
お迎えしました。皆様のご訪問を心から歓迎
するものであり、ロータリークラブの例会を、
特にこの例会の雰囲気を味わってもらえれば
と思います。当クラブは、毎週水曜日午後０
時 30 分から１時間、この場所で例会を開いて
おります。今日だけではなく、これからも、
お気軽に来会され、周りの人との会話を楽し
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んでいただければと思います。
２）私はこの会長報告の中で、例会日前後の
祝日や記念日等の由来について、毎回話をさ
せていただいております。本日は３月の末で
すので、年度末で予算達成等のため、皆様お
忙しい日々を送られていることと思います。
そこで、「年度」について話をさせていただき
ます。
国の会計年度は、明治 17 年 10 月太政官通
達 89 号で、４月から３月としました。当時の
主要税目であった地租徴収に好都合であった
からといわれています。
現在固定資産税が、１月１日現在の所有者
に４月から徴収しているのも、その名残りか
もしれません。学校年度が４月から３月となっ
ているのも、桜の季節に入学式をするためで
はなく、国や自治体の予算に合わせる都合か
らのようです。多くの民間企業や民間団体も、
国や自治体との取引の都合や、新入社員の採
用による予算編成の都合で４月から３月を年
度としており、その結果、株主総会を６月の
集中日に行いたいという社長さんの意向から
も、３月決算で４月スタートとする企業は増
えているようです。12 月決算の企業も結構あ
るようですが、変わったところでは、関与し
ている税理士さんの都合で、関与先企業を各
月に割り振って、税理士さんがある月に決算

が集中しないようにしているという話を聞い
たことがあります。
ロータリーの年度は、７月から６月です。
会長をやらしていただいている経験からは、
所属企業の３月末の年度を終え、５月中旬位
迄前年度決算に関する処理がかかり、それか
ら次年度のロータリークラブ会長への準備を
始め、７月スタートが日本の経営者には好都
合となっております。アメリカの公の機関の
年度は 10 月から９月ですから、同様に、多分
６、７月は本業に余裕がある時期ということ
で、ロータリーが７月スタートとなったので
はと、推測しています。ロータリーの年度を
「2014-15 年度」と記載するのは、英語の表現
からきており、アメリカの年度表記にならっ
たものです。
３）本日の卓話は、チャーターメンバーで名
誉会員である高梨乳業株式会社会長高梨昌芳
様にお願いしました。当クラブはハーゲンダッ
ツアイスクリームの商品券を祝い事行事の記
念品に使わせていただいておりますが、これ
も高梨会長とのご縁からであります。
体験例会に参加されたお客様にロータリー
の卓話の魅力を味わっていただきたく、また
地元で日本を代表する企業を発展させてこら
れたご経験からのお話は、会員にとっても十
分に堪能させてくれるものと、確信しており
ます。よろしくお願いします。
■体験例会出席者

上段 : 左

岡村さん

右

丸橋さん

下段 :

岸本さん

中村さん

味園さん

市川 慎二
■親睦委員会
１）３月 21 日、この指とまれ企画の料理教室
には 13 名のご参加を頂き、熱心にとりくんで
おりました。有難うございました。
２）６月 13 ～ 14 日、岩沼ＲＣとの親睦旅行
の出欠確認を行います。是非ご家族の方もお
誘いいただき、多くの方のご参加をお待ちし
ております。
■ 5 分間情報
「ロータリー犬物語」
関口 友宏
これは忠犬ハチ公アメリカ版、１匹の真っ
黒な毛の長い、耳を垂れたコッカー・スパニ
エル種の犬の物語です。
この“cOCO”と名付けられた犬は、どういう
訳か判りませんが、毎週火曜日になると、そ
の頃ニューヨーク州 pawling クラブの例会場
になっていた料理店 idaudmidi の前に、朝早
くから来ていて、店の主人が“本日、例会あり”
と書いた大きなバナーを、店の前に掲げるま
では、吼え続けて催促し、バナーが掲げられ
ると、やがて傍らの芝生の上で動くことなく、
例会が終わってバナーが収められるまで、そ
のままそこに居たそうです。
1960 年当時のことで、それまでの 8 年とい
う長い間、COCO は一度の例会も欠かしたこと
はなく、その頃、35 名の Pawling クラブのど
の会員よりも出席率が良く、しかもこの犬は
メイク・アップなしで、完全にホームクラブ
の皆出席でした。
別に火曜日にご馳走をやるものでもなく、
会員中に主人が居るわけでもなく、何故 COCO
がこうするのか、誰にもわかりませんでした。
ある会員は、COCO はきっと誰か非常に良心的
であったロータリアンの化身ではなかろうか
と言い、また、ある会員は、この規則正しさ
から見て、前世は郵便配達人ではないかと言っ
ていました。
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ある例会中、COCO がいつもの居場所から離
れて、しきりに会場の扉をガリガリ引っかく
ので、会員の一人が出てみると、バナーが風
のため竿に巻きついて見えなくなっているの
を、知らせたのでした。ロータリアンにした
いようなワンちゃんですね。。
Pawling ク ラ ブ の 例 会 場 も、 今 は holiday
hills の ymca に変わっているそうです。
（2014-15 年度 地区研修・協議会から抜粋）
■ニコニコ box( 会員敬称略 )
増田嘉一郎／①市川さん、この指とまれ企画
「男の料理教室」ではお世話になりました。②
高梨さん、ようこそいらっしゃいました。卓
話よろしくお願いします。③体験例会にご参
加いただいた皆様、ロータリーの例会を楽し
んでいって下さい。
漆原恵利子／①本日はゲストの皆様ようこそ。
②高梨さん、卓話よろしくお願いします。
高梨 昌芳／皆様、お久し振りです。本日は
よろしくお願いいたします。
安藤 達雄／高梨さんようこそ。卓話よろし
くお願いします。
二宮
登／①高梨さん、ようこそいらっしゃ
いました。②青木さん、新鮮なあじ、とても
美味しかったです。③男の料理教室ではお世
話になりました。
関口 友宏／高梨さん、お久し振りです。本
日の卓話楽しみです。
岡田 清七／①高梨名誉会員の卓話、楽しみ
です。②例会を休みまして申し訳ありません。
２月に家内に誕生祝いを頂き有難うございま
した。
兵藤 哲夫／①高梨さん、ようこそ。②お料
理教室では市川さんにお世話になりました。
関口さん、キッチンの提供、感謝してます。
吉原 則光／高梨さん、久し振りに卓話いた
だき有り難うございます。お元気で益々のご
活躍をお祈りいたします。
後藤 英則／①高梨会員、本日の卓話宜しく
お願い致します。②体験例会ご参加の皆様、
ようこそいらっしゃいました。お楽しみ下さ
い。
五十嵐 正／①高梨さん、お久し振りです。
②市川さん、先日の料理教室ではお世話にな
りました。大変楽しかったです。③体験例会
への参加の皆様、ようこそ。
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安藤 公一／高梨さん、卓話宜しくお願いし
ます。②体験例会にお出で頂きました皆様、
ようこそ。例会を楽しんでいって下さい。
市川 慎二／①先日の料理教室では大変お世
話になりました。関口さん、後藤さんをはじ
め皆様、有難うございました。②高梨さん、
卓話宜しくお願い致します。タカナシさんの
生クリームや牛乳美味しかったです。③体験
例会にご参加の皆様、どうぞ楽しんで行って
下さい。中村さん、お久しぶりです。
二宮麻理子／①高梨様、本日の卓話よろしく
お願い致します。②体験例会ご参加の皆様、
ようこそいらっしゃいました。
青木 邦弘／①高梨さん、ようこそ！②妻の
誕生日に花をいただきました。有難うござい
ました。
杉山 雅彦／①高梨名誉会員、お久ぶりでご
ざいます。卓話よろしくお願い致します。
福村
正／①高梨様をお迎えして。②ゲス
トの皆様ようこそ！
佐藤 真吾／①体験例会にお越し頂きました
皆様、ようこそ②高梨さん、お元気そうで何
よりです。久しぶりの卓話楽しみです。
桜田 裕子／①市川さん、先週のお料理講習
会、楽しかったです。お味も盛り付けも素晴
らしかったです。ありがとうございました。
②高梨さん、はじめまして。本日の卓話楽し
みにしております。
太田 幸治／横綱白鵬の 34 回目の優勝と６連
覇を祝して。ニコニコに協力致します。
秋内
繁／①関口さん、料理教室の素敵な
場所を有難うございました。②市川料理長、
お疲れ様でした。③高梨様、卓話よろしくお
願い致します。
鈴木 茂之／皆さんこんいちは。高梨名誉会
員、日頃は大変お世話になっております。本
日の卓話よろしくお願い致します。
高梨 昌芳
■卓話「よもやま話」
高梨さんようこそ！一瞬例会場が華やいだ。
卓話者のテーブルに案内すると、まもなく安
藤達雄さん、岡田さんが取り巻き昔話が続い
た。若い会員も握手を求めてきた。皆さん歓
迎してくれている。着席してまもなく吉野さ
んが見えてないねえ、矢田さんはどうした。
病気療養中ですと伝えると無言でうなづいた。
何を感じたのだろうか。

今日は体験例会の日でもあり、５人の候補
の方の出席があり、若返っている例会の雰囲
気に、変わったねと感想を述べていた。明る
く楽しそうだね。スマイルボックスの報告が
あった。「高梨さん、いらっしゃい」のニコニ
コが沢山入り、高梨さん自身も入れてくれ、
今日の合計は５万円をアップした。他のクラ
ブよりニコニコは断トツに多く入る旭ロータ
リー、普段うちではケチなオヤジがここでは
気前良く出す。これは、ロータリークラブの
躾の賜物だろうか。
今日のスピーカーの高梨さんを私が紹介し
た。高梨さんは私たち旭ロータリークラブの
シンボル的な方です。タカナシ乳業は、今や
年商 1,000 億、明治、森永、雪印三大メーカー
の次にタカナシなのです。もちろん神奈川県
の中でフードメーカーではナンバーワンです。
その中心的人物こそが今ここにいらっしゃる
高梨さんです。それだは卓話をどうぞ！！
お声かけありがとうございますと通常の挨
拶が終わると、腕時計を取り出し、「元ロータ
リアンの佐々木時計店から購入したものです」
と云い、この時計は 40 年はめている。１秒の
狂いもないと云って、前ロータリアンの佐々
木さんを懐かしく紹介され、初代会長の阿部
勲平さんの本、次の会長の福井光治さんの本
を取り出し、昔を懐かしんでおりました。
私の入会を勧めて下さり、私の家まで来て
くれたのが初代会長の阿部さんでした。46 年
前のことです。高梨さんは５代目の会長、42
年前のことです。この年、分区代理（ガバナー
補佐）をしており、IM を旭ロータリークラブ
が担当で、横浜銀行の本店講堂で行われ、そ
の当時は夫婦でお手伝いすることが習わしに
なっておりました。私の妻は元職がエレベー
ターガールでしたので、高梨さんに言われて、
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エレベーターを上下させていただきました。
いい思い出です。
そして会員の鈴木さんを見つけて、私の工
場に赤旗が立った時、鈴木さんのお父さんに
多いに助けられ、支援していただいたと語っ
た。
私がロータリークラブに入った理由は、多
くの知り合いを作りたかったからと述べ、社
会還元を志し、人のためにお役に立つ生き方
をするようになったのは、ロータリークラブ
に入っていて、知らず知らずに身についていっ
たと話された。
奉仕とは何ですかとの問いには、それは人
のお役に立った生き方をするということです。
ものを売ったら、それで終りではなく、心も
一緒に届けることです。人生の生き方のため
に、ロータリークラブを大いに利用し勉強し
てはいかがでしょうか、とも話し掛けた。
さて本業の牛乳屋さんの話をしましょう。
100 年も前の話になります。お爺さんが横須
賀の地に牛を 40 ～ 50 頭飼っていました。お
父さんは、それを手伝いながら、いろいろな
仕事をし、市会議員までしておりましたが、
突然父は市会議員を辞め、人生を決めた。俺
は乳を極める。もう悩まずやり遂げると決心
し、横須賀より新天地を求め、横浜に進出を
計ったのです。幸い今の工場（本宿）は市が持っ
ていた所で、市の利用計画が変更され、市の
勧めもあり、今の所に決まったものです。
当時のこの辺りは田舎で、まだインフラも
不完全でして、いい所ではなかったそうです
が、その後みるみるうちに発展して行き、運
が開けていったものです。それから乳一筋精
進したものです。横浜商工会議所の会頭もや
りました。自嘲ぎみに大変恥もかきました。
良い経験もさせていただいた、とめどない大
きな組織であり、飲み込まれてしまったとこ
ろもありました。と振り返りました。
バラ園、ハーゲンダッツとの出逢い、これ
からの高梨乳業、ロータリークラブに告ぐ、
いろいろ質問を用意していましたが時間切れ
でした。又の機会にしましょう。
文責 兵藤 哲夫
■次週の卓話
4/8 ㈬ クラブ協議会
週報担当 吉原 則光

