
Togane Rotary Club

国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2790 地区 2010～2011 年度

第 6 分区 インターシティミーティング

東金文化会館小ホール

司会 ガバナー補佐幹事 前嶋康夫

SAA 野島正宏

13:30 登録受付

14:00 式典１

・点鐘

小川秀二ガバナー補佐

・物故会員黙祷

・開会宣言

中村忠夫実行委員長

・国歌斉唱

・ロータリーング

「奉仕の理想」

・来賓並びにリーダー紹介

・ホストクラブ会著挨拶

関口昌秀会長

・開催地市長挨拶

東金市長 志賀直温様

・リーダー講和(杉木禧夫ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ)

14:50 基調講演

・基調講演

「私の職業人生」

山﨑製パン㈱取締役副社長

㈱不二家 代表取締役会長

山田 憲典(けんすけ)様

1960(昭和 35)年 3 月明治大学

法学部を卒業して山崎製パン株式会社に入社。

1948 年、千葉県市川市で飯島藤十郎が前身と

なる「山崎製パン所」を開設し、当時は配給小

麦をパンに加工して加工賃をもらう委託加工を

中心に展開した。委託加工はコッペパンに始ま

り、ロシアパンなどの菓子パンも製造された。

2009～2010 年度

国際ロータリー会長 Ray Klinginsmith
第 2790 地区ガバナー 織田 吉郎

第 6分区ガバナー補佐 小川 秀二

東金ロータリークラブ会長 小林 信雄

幹事 市東弥寿雄

クラブ広報委員長 豊福 豊次

創 立 1959 年(昭和 34 年) 9 月 15 日
ＲＩ承認 1959 年(昭和 34 年)10 月 17 日
例 会 日 火曜日 12:30～13:30
例 会 場 東金商工会館 4階
Web サイト http://www.togane-rc.jp/
事務所 千葉県東金市東岩崎 1－5 東金商工会議所内

TEL 0475-52-1101(代) FAX 0475-55-5766
E-mail info@togane-rc.jp

2011 年(平成 23 年) 2 月 22 日 第 52 巻 第 28 号 通巻第 2495 号

第 2495 回例会 2 月 22 日 12 時 30 分点鐘：例会場

今週の合唱<それでこそロータリー、四つのテスト>

① 開会宣言と点鐘 ②お食事<江戸銀> ③会長挨拶

④幹事報告 ⑤委員会報告 ⑥卓話 秋葉芳秀会員

⑦ニコニコ BOX 発表と出席報告 ⑧閉会宣言と点鐘

前回の記録（2 月 15 日）



Togane Rotary Club

1949 年から一般消費者に向けた和菓子、洋菓子

の製造を開始。その後 1970 年 10 月にはアメリ

カ合衆国のナビスコ社、日本の商社・日綿実業

と合弁でスナック菓子会社「ヤマザキナビスコ」

を設立。1977 年にはコンビニエンスストアーの

直営店「サンエブリー」その後「ヤマザキデイ

リーストアー」と統合し、現在の「デイリーヤ

マザキ」を設立し、パン以外の多角的経営も行

なう。

1910 年創業者・藤井林右衛門が 25 歳で、横浜

市元町 2丁目 86番地にて洋菓子店・不二家を

創業。1922 年日本初のショートケーキ販売を開

始。伊勢佐木町にレストラン第 1号店を開店。

1923 年 銀座店を開店し、東京に進出。1950 年

ペコちゃんをマスコットキャラクターに採用。

1951 年キャンディー「ミルキー」の販売開始。

1963 年 10 月フランチャイズチェーン展開を始

める。1964 年桃の飲料「不二家ネクター」の販

売開始。1973 年英国ロントリー・マッキントッ

シュ社（1988 年にネスレに買収された）と提携

し、キットカットを発売する。1973 年 12 月米

国バスキン・ロビンス社との合弁会社として、

ビー・アールジャパン株式会社を設立し、アイ

スクリームチェーン「サーティワン アイスクリ

ーム」の店舗展開開始。1977 年米国ペプシコ社

と合弁でジャパンフリトレーを設立。1978 年 3

月子会社・株式会社不二家ロードサイドレスト

ランを設立。2004 年株式会社不二家ロードサイ

ドレストランが、不二家の外食部門を統合し、

株式会社不二家フードサービスに商号変更。

2007 年 1 月 11 日消費期限切れの材料で一部洋菓

子の製造が行なわれていたことが報道され、す

べての洋菓子製品の製造販売を休止。2007 年 1

月 15 日 期限切れ原材料使用問題で藤井林太郎

が社長辞任。2007 年 1月 22 日桜井康文取締役

が 7 代目社長に就任。3月 26 日山崎製パンと資

本業務提携。2007 年 4月 11 日山崎製パンに対

して第三者割当増資を実施し、同社の持分法適

用会社（35%出資）となる。2008年 7月1日、1946

年以来本社ビルのあった東京都中央区銀座七丁

目の不二家本社ビルを売却、本社を東京都文京

区大塚に移転（銀座四丁目の店舗は残した）。

2008 年 11 月 7日筆頭株主の山崎製パンと新た

に資本業務提携。2008 年 11 月 27 日山崎製パン

に対して第三者割当増資を実施し、同社の子会

社（51%出資）となる。2010 年 11 月で創業 100

年・ペコちゃんは生誕60年。

16:15～

・直前ガバナー補佐感謝状

・第 6分区ロータリー表彰

・直前ガバナー補佐挨拶 大網 RC 四之宮由己様

・次年度ガバナー補佐紹介

・次年度ガバナー補佐挨拶

茂原 RC 寺田様

・次年度会長幹事紹介

・次年度ホストクラブ

茂原 RC会長挨拶

・閉会宣言

・点鐘

17:00～１8:30 会場 エスト‐レホテル

懇親会


