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国際ロータリー第 2520 地区

目に見える地域貢献をしよう！
2016 年 5 月 10 日

◆例会プログラム
1.
2.
3.
4.
5.

開会点鐘
国歌斉唱
ロータリーソング斉唱
会長の時間
5 月度慶祝該当者スピーチ／担当 澤田幹事
会員誕生祝：佐々木史昭君、吉田和洋君
夫人誕生祝：戸来修子さん（昭浩）、三田香子さん
（望）
結婚記念：佐藤良介・敦子さん、谷村繁・るりこさん、
三田望・香子さん、澤田常夫・香子さん、滝田
吉郎・和子さん、鳥畑昭裕・千佳子さん、稲田
典之・久美さん、立花徳久・真紀子さん、阿部
一郎・秀子さん
在籍表彰 ：なし

ゲストスピーチ ベン・ベルさん
「ﾎｯﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽにおける酒造りﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄについて」
7. 幹事および委員会報告
8. 出席報告
9. ニコニコボックス
10. 閉会点鐘
6.

◆幹事報告
・ガバナー公式訪問及びガバナー補佐訪問日程の
ご案内
国際ロータリー第 2520 地区第 2 分
区 2016-17 ガバナー補佐
吉澤 珠美
・平成 28 年度国際交流・協力・多文化共生活動支
援助成金の募集について
（公財）
岩手県国際交流協会 理事長 平山 健一
・5/21(土)第 40 回地区年次大会仮登録の御案内
地区ローターアクト
委員長 奥山 浩二
・5 月のロータリーレート １ドル＝110 円
国際ロータリー日本事務局
・ガバナー事務所およびガバナーエレクト事務所
休業のお知らせ
ガバナー事務所
・親睦活動月間に関するアンケートのお願い
ガバナー事務所
・4/23 映画会「ちえりとチェリー」にご協力頂いての
御礼
花巻子ども劇場 佐々木啓子
・平成 28 年度花巻市勤労青少年ホーム運営協力
会会費納入について
花巻市勤労青少年
ホーム運営協力会
会長 藤沼弘文

◆第 299５（4/26）例会の概要
みちのくコカ・コーラ新工場視察

■

担当/職業奉仕委員長/佐藤 健一郎君

新工場稼働時の動画を
使って、生産ラインの概要
と高い品質を保つ取り組
みをご紹介頂いたあと、新工場を案内して頂きまし
た。非常に綺麗に保たれた室内にあるラインはオー
トメーション化され、ごく少人数で稼働できるほか、
エネルギーや資源を使わない設備的工夫が施され
ていました。
また、ミネラルウォーター以外は原料水から不純
物を取り除き（水を磨く）、いつでもどこでも同じ品質
を造る仕組みや無菌保証のための徹底した取り組み
など製品品質を高く保つ努力、環境のために LNG
化や廃棄物のリサイクルなどに積極的に取り組まれ
ている姿勢、バーチャル世界での工場見学もトライ
されているなど大いに感銘を受けました。お忙しい中、
ひとかたならぬご配慮を頂いた寺田工場長様はじめ
花巻工場の皆様に心より感謝申し上げます。

■会長の時間（代理）
会長エレクト

工場と物流センターを谷村繁さんのお取り計らいで

吉田 和洋 君

見学することができました。花巻の工場を強化し操
業いただけることはとても意味のあることだと思いま
す。
当社も設備工事会社を通じて、配管資材等を納
品させていただきました。工事中は何回か現場に足
を運ぶ機会があるのですが、竣工後はじめて見学さ
せていただきました。当クラブでは数年前にも見学さ
せていただいておりますが、工場見学設備も同時に
リニューアルされて 3 月にオープンされたということ

本日は、佐々木会長がサンパウロ外遊、立花副
会長も不在の為、私が今年度 2 回目の会長代理の
時間を務めさせとぃただきます。
先ず、熊本・大分の地震につきまして、被災された
方々、亡くなられた方々へお見舞いとお悔やみを申
し上げます。
新幹線の開通の年には、何かが起きる？東日本
大震災の時は、九州新幹線開通、今回は北海道新
幹線函館開業・・・因果はないとは思いますが、不思
議な感じがします。
2012 年商工会議所青年部時代に、福岡便の利
用促進のため福岡商工会議所へ懇談でお邪魔し
た前日に、前年に開通した九州新幹線を利用し、熊
本まで足を延ばし熊本城や熊本市街、柳川等へも
行っておりましたので、変わり果てた熊本城に驚いて
おります。イケメン武将隊や望楼の最上階にいた細
川ガラシャと写真を撮り馬刺しを堪能し、立飲の角
バーで地元の方と交流したのが思い出いだされま
す。
毎年、梅雨時には雨が多く白川が氾濫してニュ
ースになっておりますので、報道では堤防に亀裂

ですので、今回の見学会はとても良いタイミングだっ
たのではと思います。
本日のゲストスピーチは、工場視察から準備いた
だいた、職業奉仕委員長 佐藤健一郎さんの担当
で、みちのくコカ・コーラプロダクツ（株）製造部長
藤田友博さんに、会社や新工場・製品等について
お話しいただき、地域の会社をより理解する機会とし
たいとしていただければ幸いです。
以上、会長の時間の研修とさせていただきます。
連絡になりますが、各理事・委員長様方に置かれま
しては、今年度の活動報告と次年度抱負の執筆を、
来月中にはお願いすることとなりますので、ご準備を
宜しくお願い申し上げます。
また、来週 5 月 3 日は休会、5 月 10 日は理事会
とゲストスピーチとしてアメリカへ帰る予定のベン・
ベル君、17 日も 4 ゲストスピーチ、24 日は花巻 RC
奨学金交付式となります。
また、7 日には盛岡西 RC50 周年、14 日は宮古
東 RC50 周年があり出席して参ります。
では、佐藤委員長お願いいたします。

ともされているようですので、これからの天候が心配
です。水道・ガスも復旧できていない地域が多早い
ようです。また、避難所となる施設も被害を受けてい
て使えない施設が多く、これから梅雨・夏と向かう中

◆プログラム ゲストスピーチ
みちのくコカ・コーラボトリング（株）
花巻工場 製造部長 藤田友博さん

で大変な生活を余儀なくされる状況で、健康状態

谷村繁さんの計らいで最
新鋭のオートメーションの
新工場を見学し、感銘を
受けました。 午前中、
参加出来なかった方もい
らっしゃいますので（笑）
藤田製造部長様、ご 講
演宜しくお願い致します。

や子供たちの生活状況も心配になります。そんなな
かでも、各避難所等で何か役に立ちたいと子供たち
が一生懸命率先して支援物資の仕分け・配給やご
年配の方の話し相手やケアに頑張っている姿を見て、
子供たちの前向きな力を感じることができました。
一日も早い復旧と行方不明の方の救出をご祈念
申し上げます。
午前中は、職業奉仕として会員企業でもある
みちのくコカ・コーラ様の太田に完成しました、最新

職業奉仕委員長
佐藤健一郎君

酸入りの製品もそうでないものも同時に作れるマル
チラインを導入しました。（東北初）
電子線殺菌機も導入し、電気代はかかりますが、殺
菌用の薬剤とそれをすすぐ殺菌水、そしてそれらを
加温するボイラーも必要がなくなりました。
また、炭酸は通常 2～３℃で充填しますが、常温
充填（１８℃）出来るドイツ製の機械を入れ、冷まさ
みちのくコカ・コーラ花巻工場
なくても良いので冷凍機が要らず、結露防止用に温
製造部長 藤田友博氏
みちのくコカ・コーラめるヒーターも不要になりました。（東北初）
補助金も活用し、LNG を導入したことも温暖化ガス
みちのくコカ・コーラのエリアではない気仙沼
プロダクツ（株）
生まれの外様ですが（笑）新工場に関われて
製造部長 藤田の抑制につながっています。
幸せです。今まで無菌充填のラインナップは
友博さん
無菌充填のコンパクトなラインを洗浄する時間でマ
他所のボトラーから買ってましたが、工場を花
ルチラインによって炭酸製品を製造することで、トー
巻に集約し、無菌充填・地元密着・環境保
タルの生産能力を上げることが出来ています。
護・トータルでの高効率を実現したのが新工
このように省エネ・省資源で効率の良い生産体制を
場。どうぞ御贔屓にお願いします。
築いています。
午前中、新工場の設備を見て頂き、説明はあっ
たと思うので、ここではその導入にあたってどう考え 今まで５０％しか地元生産出来てませんでしたが、
たのかをお話しします。
この工場によって７０％まで内製化率が上がりました。
みちのくコカ・コーラのテリトリーは岩手・秋田・青森 より地元の製品を手に取って頂くことが出来るように
の北東北 3 県で日本の人口の約３％。四国 4 県と なって来ましたので、今後ともごひいきにお願い致し
同じ人口なのに四国の方は面積は半分で輸送はこ ます。
ちらが不利。また、今までは無菌充填ラインはなかっ 花巻の水は飲み比べると、間違いなく美味しいです
たので商品の 50％しか内製出来ず、他所にマージ よ。
ンを払って買ってました。貿易で言えば貿易赤字で
す。
その解消のために花巻新工場建設と地元にはつ
らい選択でしたが、秋田・青森の各工場の物流拠点
化を 80 億円かけて行いました。
花巻工場建設では『地域密着で水・商品・活動
（販売・環境保護）と連携が取れた工場』を目指しま
した。
◇奥羽山脈の水による商品の生産（いろはす）
（花巻の水ですが、秋田・青森を考慮して敢えて
奥羽山脈の水としています。）
ご多忙中、ご講演戴いた藤田製造部長様に吉田
◇省エネ・省資源を目指した生産設備と環境活動
エレクトより感謝の意を表し、記念品をお贈りしまし
・森に学ぼうプロジェクト
た。
・豊沢川清掃、稚魚放流活動への参加
◆米山功労者表彰
◇災害有事への迅速対応
・各自治体との災害協定
◇地元企業への工事発注
◇地元雇用の創出 （まだまだ採用中！）
また、現在より能力の高い設備はあったのですが、敢
えてコンパクトなラインを目指したのも特徴です。
能力の高いラインは設置面積も広くなり、建屋の増
設が必要になるだけでなく、部品代も高いため、メン
テナンス費用も高くなり、回すために必要なエネル
ギーや機械の洗浄水も多く必要になります。
小さな機械でランニングコストを少なくした上で、炭

米山財団より三田望君に米山功労者賞が贈られ、
吉田エレクトより授与されました。

◆出席報告

◆次回のプログラム

33 人中 13 人の出席
出席率
46.4％
前回修正 60.7％
【メ－キャップ】
4/20(水)北上 3RC お花見会 上田穣君
4/21(木)平成 28 年度花巻市市民憲章推進
協議会総会 吉田 和洋君

◆ニコニコボックス
◆吉田 和洋君
今日は会長の代理を務めさせて頂きました。緊張し
ました。スピーチ頂いた藤田さん、お忙しい中、ありが
とうございました。
◆三田 望君
①コカ・コーラ様の工場見学、勉強になりました。旧
工場は 2・3 回、見せて頂きましたが、はるかに大規
模になり、驚きました。ありがとうございました。
②先週、市民憲章の総会、無事終了しました。いつ
も R・C にはご協力いただき、心強い限りです。
◆谷村 繁君（Web 非公開）

５月１７日(火)ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ「ネクタイを締めた百姓
一揆」映画監督 河野和雄氏／担当 戸来昭浩会計

◆今後のプログラム案内
５月２４日(火)花巻ＲＣ奨学金交付式
／担当 橋川秀治 花巻ＲＣ青少年委員長
ゲスト 花巻北高 校長先生 下町 壽男様、
１年生、２年生、３年生（各１名）
５月３１日（火）クラブフォーラム ＲＩ世界大会報告
/担当 鹿討康弘 会報委員長
６月７日（火）花巻 RC3000 回例会＆菊の会 40 周年記
念例会 ＠佳松園 /担当 佐々木会長
～お知らせ～
５月 ７日（土）盛岡西ＲＣ50 周年
14：00～記念式典、祝賀会＠ホテル東日本３Ｆ
／吉田会長エレクト、上田ガバナー補佐２名参加
５月１４日（土）宮古東ＲＣ50 周年記念式典 10：00～
記念講演、12：00～記念式典、14：00～祝賀会 ／
佐々木会長、澤田幹事、吉田エレクト、鹿討副幹事４
名参加
５月２９日（日）ＲＩ世界大会＠ソウル
６月１０日（金）花巻３RC 合同ゴルフコンペ
＠盛岡南 GC 予定 花巻南 RC 担当

◆橋川 秀治君
先日、きのこ鑑定士の勉強会に青森に行った際、弘
前城の夜桜を観てきました。おぼろ月と満開の桜が
キレイでした。
◆鹿討 康弘君
みちのくコカ・コーラ新工場を見学させて頂き、あり
がとうございました。先週は展示会の為、新橋 5 連泊
でした。ドクターストップの中でアルコール抜きの新
橋はとてもストレスが溜まりました。
しかし、昨日の血液検査でアルコールの許可が降り
ましたので、これから取り返します。

◆第 2995 回

例会のメニュー

ビーフカレー

１６日（木）平塚 RC 昼例会訪問
１７日（金）ゴルフコンペ ＠平塚富士見 CC
/懇親会コンペ参加
地区研修協議
会（大船渡）での
豪華お弁当！
特に新入会の方
は、ロータリー理
解の為にも参加
した方が何かと
お得ですヨ♪
盛岡西 RC
創立５０周
年記念式
典 ・ 祝 賀
会。上田ガ
バナー補
佐と吉田エ
レクトが出
席されまし
た。
◆事務局 〒025-0075
花巻市花城町 10-27 花巻商工会議所内
花巻ロータリークラブ TEL /FAX : 0198-41-1133
Mail : hrc@hanamaki-cci.or.jp
URL http//www.hanamaki-rc.com
記事担当/橋川

