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・渋田川芝桜花咲プロジェクトの工事が始まりま  

した。昨年の炉辺会合で提案され、決定したも    

のです。来週の炉辺会合では、 
1. 次年度の奉仕事業について 

2. 例会出席率の向上について 

 を討議して頂きたいと思います。 

、 

 

・伊勢原市交通防犯対策課より 

交通安全市民総ぐるみ大会の開催についてのご案内が届いております。 

日時：11 月 18 日(金) 受付 午後 0 時 45 分～  場所：伊勢原市文化会館 

            開会 午後 1 時 15 分 

・熊本西ロータリークラブより御礼のお手紙が届いております。 

・11 月 6 日(日)「交換留学生スカイさんとの食事会」がフォーラム 246 レストラン翠渓にて無事行われました。 

 

スマイル報告  築城 忠生 スマイル委員長代理 . 

11/14-18 第2467回 
炉辺会合 鳥好 

(通常例会はございません) 

11/23 第2468回 勤労感謝の日 休会 

11/30 第2469回 卓話：田村貴寿君 

12/ 7 第2470回 卓話：大谷聰君・外谷正人君 

12/14 第2471回 クラブ年次総会 

村上 一秋君 丹治様ようこそおいで下さいました。卓話楽しみにしております。 

田中  徹君 丹治さん本日の卓話よろしくお願いします。 

内田 智久君 

熊本復興ジュエリー「くまモンのジュエリー」を同級生が発売しました。1 個 1 万円で、その

うちの一部が熊本に送られます。ご賛同頂ける方は内田まで！村上会長お買い上げありがとう

ございます。ソーリとお揃いです。 

戸田 裕士君 
10 月は道灌まつりに顔を出してっきり、11 月になってしまいました。久しぶりの出席です。

大山阿夫利神社の紅葉は色付いてきました。 

外谷 正人君 
神奈川県立歴史博物館 丹治様ようこそおいで下さいました。貴重なお話期待しております。 

追伸 芝桜の工事がほとんど完了しましたので、一度検査をお願い致します。 

田村 貴寿君 神奈川県立歴史博物館丹治様、ようこそおいで下さいました。卓話よろしくお願い致します。 

加藤  桂君 
先月弊社相談役 稲垣が,会員の方々とゴルフをさせて頂きました。運良く優勝しましたので、

今後とも続く事を期待して!! 

会員誕生祝い 濵尾ゆかり君➞本日はお祝い頂き有難うございます。 

結婚祝い 村上 一秋君➞結婚記念日を祝って頂きありがとうございます。妻に一生ついていきます。 

会長報告 

今後の予定 

 

 

 

 

 

司会・進行   井戸川秀治会長エレクト 
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〜かｋ～ 

          村上 一秋会長  
              

           それでこそロータリー 

四つのテスト(貝原剛規会員) 
 

           
 

                 
 

           

 
         
          

 
                                           

 

 
     

 

幹事報告 

 

  第 2466 回 例会       

 

平成 28 年 11 月 9 日(水)曇り  

 

 
 

 
    

点 鐘   

ロタリーソング     

お客様 丹治 雄一様 
神奈川県立歴史博物館学芸部 主任学芸員 

 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

出席報告 戸田裕士 出席委員長 

 

 

 

添田 博充 社会奉仕委員会委員長 

ふれあい授業 

日時：11 月 18 日（金）１３：３０～  場所：伊勢原中学校 

集合時間：１３：００  場所：伊勢原中学校校長室 

講師ご担当の方お忘れない様宜しくお願い致します。 

 

萩原 庸嘉 米山奨学委員会委員長 

「国際交流会」開催 

主催：米山学友会  日時：11 月 19 日（土）１３：００～  場所：秦野商工会議所 

参加費：米山のカウンセラー費（4 万円）から充当します 

 

ガバナー補佐会議 

規定審議会の反対表明は全て５％に満たない為、4 月に行われた規定審議会通りに定款が変わります。 

 

外谷 正人 ゴルフ同好会副幹事 

第 7 グループガバナー補佐杯 

日時：11 月 24 日（木）８：００集合     場所：伊勢原カントリークラブ 

急な欠席は外谷までご連絡下さい。 

 

田中 徹 幹事 

炉辺会合について 

11 月 14 日（月）～18 日（金）開催。当日はテーブルに曜日ごとのプリントがございますので、その用紙をご

覧頂きリーダーの進行のもと書記を選出し、討議結果をまとめリーダーはクラブ研修リーダーに提出お願い致し

ます。 

 

貝原 剛規 職業奉仕委員長 

外部からのゲストスピーカーをお迎えしての卓話に関して、現段階推薦者がおりません。ゲストスピーカーの推

薦をお待ちしております。2 月、3 月、4 月、6 月 、計 4 回ございます。是非、推薦者お待ちしております。 

 

堂前 慶之 社会奉仕委員会  

渋田川芝桜花咲プロジェクト 

現在、防草シート作業ほぼ完了致しました。タウンニュースに 11 月中に【芝桜オーナー制度推進】で伊勢原ロ

ータリークラブが広告を出します。本年度は、1 月末～2 月の半ば位までに芝桜の苗を植える作業を行います。

苗植えは社会奉仕委員会を中心に会員の皆様にご協力お願い申し上げます。 

1 年で終わりでなく通年を通して綺麗になっていく光景を見て行こうと思っております。 

６０ｍ区画を 5 団体から 10 団体に区画を割り当てる予定です。5～10m は我々ロータリークラブの区画となり

ます。それぞれの管理する区画には各団体名の入った看板を設置する予定となっております。 

 

スマン 

市川 正孝君➞10 月～12 月はインフルエンザワクチンシーズンで、11 月 9 日は臨時でワ

クチン接種の日にしましたので欠席させて頂きます。 

篠﨑 文一君➞大変申し訳ございませんが、午後出張の為中座とさせて頂きます。スマンです。 

会員数 出席計算に用いた数 出席者数 出席率（％） 前々回修正出席(％) 
事前 MUP  
松下 孝君➞親睦野球大会  
東井重和君➞地区青少年交換委員会 
東  学君➞クラブ管理運営委員会 
      第 1回地区補助金説明会 
外谷正人君➞第 1回地区補助金説明会     
事後 MUP  
萩原庸嘉君→地区米山奨学・米山学友委員会 

小泉隆一郎君➞伊勢原中央 RC 

56 52 31 59.61 62.96 

おめでとうございます 

委員会報告 



卓話  「ビールの歴史」  丹治 雄一様 神奈川県立歴史博物館学芸部 主任学芸員 

 

 

 

ビールの歴史 

ビール草創期は一言でまとめると、中小規模の醸造所が全国に設立された時期だと言えます。最初は日本に住んで

る外国人向けに需要を当て込んで事業化したのが始まりです。当時、輸入ビールは品質が悪く、であれば国内で作

った方が品質いいということで、ビジネスチャンスを見いだして参入したということになります。そんな中で国内

でのビールの工業生産というのが横浜から始まっています。横浜の山手の地に最初に出来たのが「ジャパン横浜ブ

ルワリー」です。 

明治20年以降からの成立期 

ヨーロッパの技術革新が導入され大企業が創業し始めます。日本の産業革命のスタートです。明治20年前後から始

まり30年頃に大きなビール会社ができてきました。また技術革新でアンモニア冷凍機、いわゆる冷却装置ができた

ことで、ビールは通年で醸造できる飲み物になり、工場はさらに大規模化していきました。 

成長・成熟期 

第一次世界大戦後、日本の経済規模が拡大。ビール産業も成長し、1920年くらいから販売競争が激化。戦前の最

大生産高は昭和14年に記録されています。そして第二次世界大戦を経て戦後は、大日本ビールが 

サッポロとアサヒに分割されるなど、業界の再編が進み、キリンビールが昭和51年に63.8％の最大シェアを獲得。

サントリーの参入やシェア10％のアサヒビールが「スーパードライ」で一気にシェアを巻き返すなどの歴史があり

ました。 

現在では200ほどのメーカーがある 

国内のビール生産のピークは1994年だとされています。その1994年は税制改正で小さなブルワリーがビール業

界に参入できるきっかけとなった年でもありました。1994年から現在に至るまで、クラフトビール、地ビールな

ど、たくさんのメーカーが、ビール造りに参入するようになり、今では発泡酒、新ジャンルといったビールもが誕

生しています。 

 

お時間となりました。本日はご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


