
　

国際ロータリー　第国際ロータリー　第国際ロータリー　第国際ロータリー　第国際ロータリー　第 2 5 5 02 5 5 02 5 5 02 5 5 02 5 5 0 地区　地区　地区　地区　地区　

黒 磯 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ 会 報
会　長：和気　勝利   幹　事：秋葉　秀樹
事務局：(株)帝都　秋葉秀樹

　〒325-0051 那須塩原市豊町13-9
        TEL:0287-62-3131・FAX:0287-62-5455
　　　　E-mail:hideki_akiba@teito-group.co.jp
例　会：毎週水曜日12:30－13:30　

　割烹石山　那須塩原市本町５－５
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出席報告　出席委員会　　荒牧明二君　(出席規定の適用免除会員数 5 名）
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L　会長挨拶　和気勝利会長

1959年11月にブロードウエイで初演したミュージカ
ル『サウンド・オブ・ミュージック』を原作とするミュー
ジカル映画です。女優ジュリー アンドリュース主演
で、1965年に世界的に大ヒットし、第38回アカデミー
賞では、監督賞をはじめ5部門受賞に輝いた名作で、上
映後ちょうど今年で50年を迎えたわけです。
私は、中学時代にこの映画を宇都宮まで観に行った
憶えがあり、その感動した気持ちを今も忘れることは
ありません。家族の絆、幸せ、戦争の悲惨さ、そして
世界平和の大切さを強く感じた憶えを持っております。
簡単にストーリーを紹介しますと、1938年、第二次
世界大戦直前のオーストリア。修道院で修行中の身で
あったマリアは歌うことが大好き。いつも修道院を抜
け出しては、近くの山へ歌いに出かけます。そのため、
規律の時間に遅刻をすることもしばしば。先輩の修道
女たちを困らせていました。
そんなある日、マリアをずっと見守ってきた修道院

第 2703 回　和気年度　第 17 回　会報　2015-10-28 司会　大島三千三君

日会例 数員会 数席出 数席欠 率席出 UM 数　 率席出正修

日本 01 月 82 日 )5(14 )3(82 人 )2(31 人 %9.67 *

回前 01 月 12 日 )5(14 )4(13 人 )1(01 人 %0.08 5人 %5.29

長は、トラップ大佐の邸宅へ行って子どもたちの家庭
教師になるように勧めます。妻を亡くし、7人の子供た
ちを育てていたトラップ大佐。その躾は軍隊式であり、
子どもたちは常に笛の音で呼び分けられていました。
遊びも、歌も知らない子どもたち。そんな彼らにマ
リアは優しく名前で呼びかけ、歌を教えます。子ども
たちは戸惑いながらも徐々に心を開き始め、打ち解け
るようになるのです。その後マリアはトラップ大佐と
結婚をして、当時台頭目立つナチスドイツからの出頭
を拒否して、苦労の末家族9人でスイスへ亡命すると
いうストーリーです。
そしてこの上映50年を機に、撮影現場になったオー
ストリーのザルツブルグが観光で脚光を浴びていると
いうわけです。トラップ邸に宿泊したり、ロケ地をま
わるツアーが大変人気になっているということです。
この映画の根底には、家族の幸せと世界平和という意
志が根柢にあります。
ロータリークラブの精神と同じものがあるわけです
が、それゆえに50年経っても、世界の人々に愛され続
ける理由があると思われます。ロータリークラブはこ
のサウンド・オブ・ミュージックの50年の倍以上の歴
史があるわけですが、この同じ精神を忘れずに今後も
活動していきたいものです。
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【第17 回　幹事報告】

○　那須クラブとの合同例会の出欠の案内を回覧中です。
・親睦ゴルフ
時間：11月 26日（木）9時　現地集合
場所：那須伊王野ＣＣ（電話：0287-75-0211）
費用：5200円（セルフプレー、昼食付）
備考：新ぺリア方式（トリプルボギーカット・上

限36）
RC合同親睦ゴルフ大会参加費　1,000円

・夜間例会
場所：ホテルエピナール那須
時間：11月 26日（木）18時～20時

○　大田原ロータリークラブより会報が届いております。
　　　　　　　　　　　　　　　　回覧中

○　2015年11月のロータリーレートは。 １ドル＝120円
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L　委員会報告　高木茂副会長

○職業奉仕委員長　平山　博

和気年度、職業奉仕委員長の平山です。11月11日に
職業奉仕委員会職場訪問を行います。訪問する会社は
お菓子の城那須ハートランドです。片桐社長は、皆様
ご存知の通り、今年度那須ロータリークラブ会長でご
ざいます。
過日和気会長、秋葉幹事と訪問しお願いしたところ、
快くお引き受けていただきました。
お菓子の城は、御用邸の月が有名で、近年バージョ
ンアップされ、那須花と体験の森、源泉那須山、イチ
ゴの森と、那須の有名な観光名所となっております。
お菓子工場見学の後、20分ほど、お花と森の散策を
し、お菓子とコーヒーでのおもてなしが御座います。
是非、ご参加いただけますようご案内いたします。
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L　三分間スピーチ　吉光寺政雄君

・・・・私の関心事・・・・

最近欠席続きで失礼しています。私の関心事と言う
ことで話をさせて頂きます。私の関心事はずばり料理
です。宣伝も兼ねて申し上げますと、弊社八州会館で
は今年の4月から法要会席やしお縁という法事会館を
館内にオープンしました。葬儀会館の食事は冷たくて
固い、美味しくない、という意見にいい意味で挑戦し
たいと思い、手作りのお料理を温かく出すというコン
セプトで営業しています。元々は外部の業者さんが
作ったものを運んできて提供していたのですが調理-
配膳の時間が経てば経つほど当たり前ですが料理は冷
えて固くなります。距離と時間が味を落とすと。

「美味しいものを提供したい、自分でもお金を出して
食べたいものを提供したい」という一念で検討を始め
ました。最大の懸案はやはりお金を含めた「管理」の
問題で、仕出しの業者さんを頼めば紙とファックスで
料理の提供、片付けまでしてくれて、手数料が頂ける
わけで、料理が冷たくて美味しくない分お客様に迷惑
をかけますが、会社は楽できると。自社でやる場合、
仕入れのロスや人件費の管理を自社で行わないとい
けない上、確実に利益が出るか分からない、銀行への
返済はどうするか？という部分でした。
また、私は仕事として調理の経験が無かった分未知
数の部分が多くありました。そこで、弊社と似た業態
で営業している法事会館を紹介してもらい、福岡に昨
年一週間滞在して仕入-仕込-調理-配膳-下膳-を経
験してきて、「これなら行ける」という強い手ごたえを
感じて帰ってきました。
弊社のような法要会館だと、通夜、精進で50人、80
人前が当たり前です。食べ物は、調理してからいかに
短い時間でお客様の口に入るかが重要です。温かさ、
食感、味は調理してから時間が経つほど落ちます。大
量調理をスピーディーに行うために、大型のスチコン
を2台入れています。スチコンとはスチームコンベク
ションオーブンの略で、ガス、水道と連結して、オー
ブン（焼く）とスチーム（蒸す）を自在の組み合わせ
でできて、同時に100人分が調理できます。このスチ
コンと、加湿機能のついた温蔵庫で保温をして、なる
だけ温かく提供できるように努めています。
また手前味噌ですが私の妻の父は寿司店を経営して
いて、その酢飯の美味しさに感動しました。義父の酢
飯のレシピを頂き、合わせ酢マシーンで同じ調合で合
わせているので、義父の味が出せていると思います。
通夜、精進が良ければ法事が来るということで、あり
がたいことに週末はご法事で満席の状態です。これか
らも「自分が食べたいものを提供する」というコンセ

プトで活動いききます。

☺  ニコニコボックス　鈴木隆子君

小野　安正君　４人目の孫が生まれました。女の子です。
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近隣クラブ例会日
◎火曜日　西那須野／いとう家　　　　0287-36-0028
◎水曜日　塩原／塩原カントリークラブ0287-35-2211
◎木曜日　大田原中央／勝田屋記念会館　　0287-23-4165

会報委員会：礒勝彦・齋藤武久・植竹一裕・髙木慶一・鳥居輝一

◎木曜日　大田原／ホテル龍城苑 　0287-24-2525
◎木曜日　那須／ホテルエピナール那須 0287-78-6000
◎金曜日　黒羽／ホテル花月 　0287-54-1105
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L　クラブフォーラム　和気勝利会長

○　和気勝利会長

今回はクラブの会員増強と退会の防止をテーマに皆
さんと意見を交わせたらと考えました。皆さんの忌憚
のない意見をお願い致します。

○　田中徹会員

会員減少の要因は？と聞かれますと、ロータリーク
ラブって何するところ？と真のロータリークラブが理
解されていない所にあると思います。ロータリークラ
ブを奉仕団体として認識しても、幅広い奉仕よりも自
身に合った身近な奉仕団体に所属したいと考える方が
多いと思います。(現代は奉仕団体が無数にあるので)

○　会長

それでは、退会防止については如何でしょうか？

○　檜山達郎会員

先ずは例会に出席する事が大事ではないでしょう
か？皆さんお忙しいとは思いますが、出席することで
会に対して興味が出てくると思います。ロータリーク
ラブというステータスをもっと高めるべきだと思います。

○　時庭稔会員

現代ではロータリークラブに所属するメリットが少
ないのではないでしょうか。時代にそぐわない気もし
ます。情報交換はネットでも可能な時代ですので。

○　相馬征志会員

今のロータリーは魅力に欠けていると思います。世
界の国の経済格差が狭まって、奉仕を必要とする国が
少なくなって来てるのではないでしょうか。
世界の問題が、中東問題の様に大きすぎる事も一因
だと思います。今迄の様に、貧困な国で学校を建設す
る様な奉仕活動は少なくなってきてる現状で、ロータ
リークラブの奉仕活動は、内へ内へと向かっている様
な気がします。

○　大島三千三会員

私はロータリーの奉仕の意味を理解出来ません。お
金さえ出せば済む様な考えに思えてなりません。体を
張って汗を流す様な、青年会議所時代に行ってきた奉
仕活動を、ロータリーもすべきかと思います。地元の
奉仕団体と連絡しあい、協力をとる事も必要かと考え
ます。

○　平山博会員

もっとクラブを楽しんだらよいのではないかと思い
す。クラブの中で何らかのポジションに着く事で、張
りあいと楽しみが生まれてくるような気もします。

○　和気会長

皆さんの意見を聞いて、この問題を真剣に考えてい
るのが良く分かりました。クラブの会員を増やすのは
誰でもよいという訳ではないと思いますが、良き仲間
を皆さんと共に増やしていけたら素晴らしいと、あら
ためて思いました。

　　　　　　　　　　

　

次回例会　　　平成27年１１　月４　日　　　担当　ロータリー財団委員会

●　10月 28日欠席(敬称略)
鳥居輝一・高根沢邦夫・瀬尾紀夫・村山茂・深町彰
安藤譲治・遠藤清和・鈴木久雄・齋藤武久・秋間忍
澤田吉夫・月江寛智・大森貞男　

○　前回10月 21日分メークアップ(敬称略)
安藤譲治・高木慶一・小野安正・瀬尾紀夫・齋藤武久
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