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会長挨拶
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　本日をもちまして第３３期終了の運びとなり
ました。
今季、４５回の例会にご参集下さいましてあり
がとうございました。
　小島会員、瑞宝双光章（ずいほうそうこうし
ょう）おめでとうございます。
日本の勲章の一つで、瑞宝章６つの中での一つ
です。
　今回は小森会員の誕生日１９４９年１２月２
１日（火曜日）の新聞をプレゼントします。

創業者江崎利一は森永キャラメルの森永太一郎、
新高キャラメルの森平太郎と共に佐賀県人であ
る。
佐賀には、１個口に含んで汽車に乗ると博多ま
で持つという「博多まで」という大きな飴玉が
あった。これにヒントを得た利一は『ひとつぶ
３００メートル』というコピーを考えだした。

 

会長・執行部退任挨拶
100万$

担当：会長・幹事

第 1589 回 例会　6/24（水） 

実際に一粒のカロリーを計算して３００メート
ル走れることを確認したのであった。
そして先行商品である森永ミルクキャラメルや
明治キャラメルに対抗するため、昭和２年４月
に豆玩具のおまけをつけはじめた。
昭和４年にはおまけを入れる小箱をつけ、立体
的造形的なおまけをつけられることになった。
素材的にはカード、銅製メダル、アンチモニー、
粘土、紙、セルロイドが戦前で、昭和２８～３
４年が木やブリキ、昭和３３年以降がプラスチ
ックとなる。
昭和３３～４７年にかけては高度経済成長時代
を反映し、テレビやステレオなどの生活電化製
品などのおまけが主流となり、石油ショック以
降はロボットや宇宙船などＳＦ的なものが増え
ていった。

◆「紅梅キャラメル」破局
　昭和２４年１２月にキャラメルが自由販売に
なるまでは、キャラメルは統制品で、進駐軍の
特需品あるいは復員局用か都道府県の配給品の
みで生産されるのみであった。
水飴の統制が撤廃されるとたちまち２００メー
カーもの零細のキャラメル業者が乱立し、１０
円キャラメルが月に４億個も出るほどだった。
続いて砂糖の統制が撤廃されて、戦前と同じよ
うに砂糖で製造されたキャラメルが出始めて生
産過剰となったため、メーカーが淘汰されて行
く。そんな中で一歩抜きんでていたのが西のカ
バヤと東の紅梅製菓だった。

会長挨拶　続き

クラブアッセンブリー（１）
事業計画
100万$

担当：会長・幹事

第 1591 回 例会　7/8（水） 
慶祝行事
新会長挨拶・創立記念日

担当：会長・幹事

第 1590 回 例会　7/1（水） 
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会長挨拶　続き

グリコを例外として、明治製菓や森永製菓など
大手製菓メーカーのキャラメルにはおまけは付
いていない。
そこで戦後、販売合戦が熾烈になってくると無
名ブランド品はおまけで子どもを釣るようにな
った。味で勝負できないからだ。
ちょうど戦後の少年野球ブームの時代、関東で
は東京紅梅製菓株式会社が、巨人軍と契約して
昭和２６年に「紅梅キャラメル（１０円）」に
野球カードを封入し「野球は巨人、キャラメル
は紅梅、ともに僕らの人気もの」のキャッチフ
レーズで大ヒットを飛ばした。
当時の子どもの興味を引く「野球」と「キャラ
メル」を結びつけたのであるから人気を得るの
も当然だろう。
封入された野球カードを集め、その裏に「二塁
打　三塁打」などのあたり表示で景品のグロー
ブやバット、野球帽、サイン入りプロマイドが
もらえる。
巨人軍一チームのカード（選手と監督）を揃え
るとユニフォームや野球道具一式が貰えるが、
人気スターの川上・別所・水原監督はなかなか
入っていない。

体験者の話では「パッケージの梅マークの印刷
ズレの箱は川上のカードが入っている」などの
攻略法もあったという。
しかし、「森永おもちゃのカンヅメプレゼント」
のように商品そのものに金や銀の特殊印刷がし
てあるのであれば、印刷の工程上、違う版で刷
るので版ズレなど、多数の「はずれ」箱とは違
う印刷が施される可能性はあるから、商品選択
時に印刷ズレを見極めるのは意味がある。
ところが紅梅キャラメルの場合はカードが別に
印刷されて封入されているので、あたりカード
の印刷はパッケージの印刷に対し影響を及ぼす
はずがないのだが・・・。

会長挨拶　続き

・ロータリーの歴史はどうでしょうか

日本のＲＣがＲＩに復帰
第６０地区東京、京都、大阪、名古屋、神戸、
福岡　札幌、広島を含む１３ＲＣ。
一都市ＲＣを完全廃止。

出席報告（敬称略）

会員数：33名
出席数：24/33名
出席率：72.73%
欠席者：9名（出席免除4名　84.85%）

会員表彰・委嘱状（敬称略）    

地区任命書授与      

山口　八郎：２６３０地区ガバナー補佐
原尾　　勝：地区職業奉仕委員会　委員   
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ＩＧＭ報告【波多野光裕】（敬称略）          
　　　　　　

WEEKLY REPORT

　全体として、各々の役割が履行されるような
流れが出来ていなかった感じががする。
クラブでの委員会の役割の反省ついてそれぞれ
が述べた。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
長野　鉄司：インターアクト年次大会が台風で
　　　　　　急に中止になったことに、生徒さ
　　　　　　んもがっかりした。
　　　　　　今回はＭＥＲＳで中止になったら
　　　　　　しい。　　　　　　　　　
波多野光裕：会員増強が次年度に持ち越してし
　　　　　　まったのが残念。純増にならなか
　　　　　　ったことに責任を感じます。国際
　　　　　　交流は、早急に柱を創る必要があ
　　　　　　る。（例えば留学生）
森本　時夫：役割を全うしたつもりだが、例会
　　　　　　変更が多すぎた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
岡田一二三：会長として、反省すべきことが多
　　　　　　かった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
川崎　賢二：会計をやって、全体の流れを理解
　　　　　　できた。お金の動きもやっと分か
　　　　　　ってきた。もう一年やれば、スム
　　　　　　ーズにできると思う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
谷田　育子：精一杯やりました。あっという間
　　　　　　の一年でした。
永瀬　　章：昔は人数が多かった。人数が少な
　　　　　　いと行事をやっても張りがない。
　　　　　　原点に戻って来期はやりたい。

平成２７年春の叙勲報告【小島　正三】

　昨年の９月ごろ鑑定協会から履歴書の連絡が
ありました。そして今年の３月に岐阜地方家庭
裁判所より叙勲内定の連絡を受けました。
裁判所書記官より正式に決定するまでは他言無

平成２７年春の叙勲報告　続き

用と言われました。
４月２９日（昭和の日）に正式にマスコミにて
発表があり、５月１１日に東京の最高裁で寺田
長官より「瑞宝双光章」の勲記・勲章の伝達を
受けました。
同日バスにて皇居へ行き、皇居内「春秋の間」
にて天皇陛下に配偶者と同伴にて、勲章を着用
し拝謁しました。その後、最高裁に戻り館内の
見学をしました。履歴書に、調停委員２７年、
岐阜調停協会会長４年の経歴のほか「岐阜北ロ
ータリー入会」の記載があり、こうした実績も
考慮されておりその意味では当クラブも受章し
たということであると思います。

会長退任挨拶【岡田一二三】　

　大切にしてきたこと

（１）会長は会員の皆様へ持て成しする立場
　　　形の上では会長という立場ですが、気持ち
　　　は皆さんにお仕えする立場である事を心に
　　　据えて来ました。

（２）明るく元気で 
　　　会長が暗いとクラブ全体が暗くなります。
　　　その為には自分自身が楽しんでまいりまし
　　　た。

（３）会員増強　
　　　「ロータリーは世界至上最高の人道的奉仕
　　

ニコニコBOX（敬称略）

岡田一二三・安藤　武司・川島　明雄・
小椋　功・小島　正三・岡田　忍・高橋　正
　　　　　：一年間有難うございました。
山口　八郎：岡田会長ほか役員の皆さんご苦労
　　　　　　様でした。
片桐順一郎：執行部　一年御苦労様です。
若山　和正：親睦委員会前田君お世話になりま
　　　　　　した。
原尾　　勝：執行部の皆様　一年間ご苦労様で
　　　　　　した。
波多野光裕：ゴルフで優勝したらニコボックス
　　　　　　のつもりでしたが、１％の可能性
　　　　　　にかけることはよくありません。
　　　　　　ニコボックスは計画的にしましょ
　　　　　　う。
小泉　宣昭：一年間お疲れ様でした。
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副会長退任挨拶【安藤　武司】         
　　　　　　

WEEKLY REPORT

　 　　　　会報・広報　６月担当　辻　　博

次回例会のご案内

第１５９１回　例会　７月８日（水）
クラブアッセンブリー（１）事業計画
１００万＄

担当者：会長・幹事

「光陰矢の如し」本日の例会で３３期も終わり
ます。着任挨拶のなかで、「自他共楽」をテー
マに掲げました。今期が終わりまして、入会丸
１０年になりますが、楽しさが少し解ってきた
ような気がいたします。
副会長、クラブ奉仕委員長、出席副委員長、イ
ンターアクト副委員長の４役を拝命しましたが、
当クラブの皆様の友情にて無事務めさせていた
だきました。感謝申し上げます。

今期は、小森会員の再復帰や小島会員の勲章授
与とおめでたいことがありました。
反省しながらいろいろと勉強をさせていただい
た一年でした。来期は山口会員がガバナー補佐
をされ、ＩＭが当クラブ主催で行われます。
岡田忍実行委員長とともにご苦労様です。
来期の役員の方々のご活躍を祈念して退任の挨
拶とさせていただきます。　　

ゴルフ同好会　6月例会　成績表　　

日　時：６月１９日
場　所：谷汲カントリークラブ

幹事退任挨拶【谷田　育子】

　私は今回が２度目の幹事でした。前回の幹事
ではＡＢグループの代表幹事にあたっており、
当クラブでのの運営は当時の会長、副会長に助
けていただき一年を終えました。
今回はその時、助けていただいたお礼という意
味で幹事を引き受けました。
しかし、なかなかうまくいかないまま、今日で
最後の例会になってしましました。
皆様には例会の運営等ではいろいろご迷惑を掛
けたと思いますが、ロータリーの友情に支えら
れ、何とか一年務めることが出来ました。
また、来期からもお役にたてるよう頑張ります
ので、どうぞよろしくお願いします。　
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会長退任挨拶　続き　
　　　
　　　活動団体であると自信をもって言える。
　　　ロータリーは何なのかではなくてロータリ
　　　ーは誰なのか」ということです。
　　　私たちこそがロータリー、皆がロータリー
　　　なのだと、ロータリーの未来は私たちが生
　　　きている限り続く、ロータリーが活動し続
　　　けることは疑いない」これらのことを再認
　　　識しました。

（４）職業奉仕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　具体的にはロータリアンは何をすればよい
　　　のか。どのような行為が職業奉仕になるの
　　　か、とお考えの向きもありましょうが、私
　　　はロータリアンとして毎週例会に出席され
　　　ているのは、世間に対して、社会に対して
　　　貫献され、不道徳も不正も行っておられな
　　　いからと考えます。
　　　会員同士の職業交換も必要だと考えます。

　　一年間ありがとうございました。

　
１．優　勝：西垣　康紀　　
２．準優勝：辻　　　博　　　
３．３　位：小森　保敏　　

　　ＯＵＴ　ＩＮ　ＧＲＯＳＳ　ＨＣ　ＮＥＴ
１．　４４　４１　　　　８５　　９　　７６
２．　４１　４４　　　　８５　　６　　７９
３．　５６　５６　　　１１２　２６　　８６


