
 

 
 1 

国際ロータリー会長 Ｋ.Ｒ.“ラビ”ラビンドラン 氏 

国際ロータリーテーマ 

Be a Gift to the World 

世界へのプレゼントになろう 

■会長  山下 正司    ■幹事  上河内 裕司 
事務局 広島市南区松原町 1-5 ホテルグランヴィア広島 6F 

 TEL 082-506-0050 FAX 082-506-2530 
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例 会 毎週木曜日 12：30  ホテルグランヴィア広島 

２０１６年５月１９日発行 Vol．１４７１

 

 
国歌斉唱 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

四つのテスト唱和 職業奉仕委員会 

来客紹介 親睦委員会 

ゲスト紹介 職業分類会員増強委員会 

会員誕生月お祝い 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告・同好会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間 『飲食店のプロデュースの仕方』 

 料理家  平野 寿将 氏 

 

皆さんこんにちは 久しぶりの例会で皆さんの元気な姿にお会いで

き嬉しく思います。 

先々週の例会は、創立４７周年記念例会という事で石田理事、久保

豊年会員の活躍もあり賑やかな催しとなりましたが、設営を担当して

頂きました親睦委員会の皆さんには大変ご苦労様でした。 

さて今日は、ＴＶ･ラジオ等で皆さんにはお馴染だと思いますが、料

理家の平野様にお越しいただいております。平野様の詳しい経歴

は後ほどご紹介頂くとして、卓話の時間「飲食店のプロデュースの

仕方」をとっても楽しみにしておりますので、どうぞよろしくお願い致

します。併せて本日は職業分類会員増強委員会の企画によるｵｰﾌﾟ

ﾝ例会として多くの会員にご紹介頂き１５名のお客様をお迎えしてお

ります。ゲストの皆さんには最後までゆっくりと楽しんで頂けたらと思

います。 

最後になりましたが、今月５月の強調月間は「青少年奉仕月間」とな

っています。今年度ＲＩ会長、Ｋ.Ｒ.ラビンドラン氏のﾃｰﾏは「世界へ

のプレゼントになろう」です。 

「いつの世にも、どこの国であろうと、子供は真っ白な形でこの世に

生を受けている」のであり良くも、悪くも子供達の成長の全ては大人

の責任である事を自覚しなければなりません。私たちﾛｰﾀﾘｱﾝが微

力ながら、より良い環境を青少年に積極的にﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄしようではあり

ませんか。。。 と金子ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰも言われております。 

今日は大勢のお客様をお迎えしての賑やかな例会となります。是非

皆で楽しみましょう。ありがとうございました。 

 

 
左から、岡田(昌)会員・秋山会員・中山会員・三宅会員・岩森会員・山

下(正)会長  （欠席：森会員） 

おめでとうございます！ 

 

*次週例会において｢臨時総会｣を行います。 

*今年度活動報告書を作成します。各常任委員長及び委員長の皆

様は、１９日までに各委員会の活動報告書をご提出ください。 

*ロータリーの友誌（ＢＯＸ配布物） 

*ガバナー月信（ＢＯＸ配布物） 

 

次年度奨学育英資金特別委員会  島本会員 

例会終了後、委員会を開催します。 

 

ゴルフ同好会  久保豊年会員 

４月２９日に行われた「広島１４ＲＣ合同懇親ゴルフ大会」の成績は次

のとおりです。 

団体  ３位 

Ａ組（７０才以上） 優勝  上野 淳次 会員 

Ｃ組（６０才未満） 優勝  島本 章生 会員 

Ｃ組ブービー賞       宮本 伸久 会員 

また、同時に行った多打喜会の優勝は上野会員でした。 

 

■本日の例会       ２０１６年５月１９日（木）   第２２６９回

ロータリーソング 「われらの生業」 

来客紹介 親睦委員会 

連続出席表彰 

会長時間 

幹事報告 

委員会・同好会報告 

ニコニコ箱 

臨時総会 

卓話時間 『笙の世界』  

 笙演奏家  大津 典子 氏 

前回の例会   ２０１６年５月１２日（木）   第２２６８回 

会長時間                会 長  山下 正司 

会員誕生月お祝い 

幹事報告              幹 事  上河内裕司 

委員会報告 

同好会報告 
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団体 ３位        多打喜会優勝 上野会員 

 
≪自主出宝≫ 

山下(正)会員・東会員・上河内会員・藤田会員・吉永会員 平野

様、当ｸﾗﾌﾞにお越し頂きありがとうございます。本日の卓話楽し

みにしております。よろしくお願いします。 

島本会員･小林(孝)会員 平野寿将様、本日の卓話よろしくお願

いいたします。 

山下(正)会員・東会員・上河内会員・藤田会員・吉永会員 ｵｰﾌﾟ

ﾝ例会に御参加頂いた皆様、本日はお越し頂きありがとうござい

ます。ごゆっくりと楽しんでお帰り頂きたいと思います。そして、ま

た、お会い出来る日を楽しみにしております 

粟屋会員・松田会員・増田会員・迫会員・竹内会員 ｹﾞｽﾄの皆さ

ん、今日はようこそ広島北ＲＣの例会にお越し下さいました。どう

ぞごゆっくりお寛ぎ下さい。 

本田(善)会員☆☆◆ 本日のｵｰﾌﾟﾝ例会に１１名の方にお越し

頂きましたので、１１枚出宝させて頂きます。 

岸本名誉会員★ 広島北ＲＣ創立４７周年記念日、誠におめでと

うございます。今後益々のご発展をお祈りいたしております。 

久永会員･中川会員・広川会員 先日の創立４７周年記念例会

で４０年以上在籍ということで花束を頂きありがとうございました。

遅ればせながら心よりお礼申し上げます。 

久保(豊)会員 １４ＲＣ合同懇親ｺﾞﾙﾌ大会にて、団体戦３位を受

賞させて頂きました。来年は優勝をとりましょう。 

島本会員★ １４ＲＣ合同懇親ｺﾞﾙﾌ大会Ｃ組１０４名中、なんと優

勝しておりました。８点叩いたﾐﾄﾞﾙﾎｰﾙが隠しﾎｰﾙでﾊﾝﾃﾞｨに恵

まれたお陰です。同伴の佐藤君ありがとう。表彰式で代わりに壇

上に上がって頂いた岡田昌樹さん、ありがとうございました。 

上野会員◆ 去る４/２９に行われた１４ＲＣ合同懇親ｺﾞﾙﾌ大会並

びに多打喜会例会において図らずも優勝いたしました。格別に

ﾊﾟｰﾄﾅｰに恵まれたわけではありませんが、ただ、ﾊﾝﾃﾞｨとｷｬﾃﾞｨ

に恵まれたことが幸いしました。 

土井会員・髙原会員・森嶋会員・神農会員・山内会員･石井会員 

ＧＷ、洋北山歩隊で四国旅行に行ってきました。髙原副隊長の

お陰で天気に恵まれ、金毘羅山、大歩危遊覧船、標高１９５５ｍ

の剣山登山、奥祖谷の観光ﾓﾉﾚｰﾙ、ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ四国工場見学、

今治ﾀｵﾙ美術館見学など、内容盛りだくさんのとても楽しい旅と

なりました。 

髙原会員 山歩隊では楽しい思い出を沢山作ってもらいました。

山内幹事様を始め、皆様に感謝しています。 

髙原会員・石井会員・樹野会員・宮本会員・下川会員 山坂会

員、昨日は第５回広島大学千田塾交流会お疲れ様でした。会員

数も５００名を超え、大所帯になりました。次の目標は１０００名と

いうやりがいのある目標を頂き、ここと良いﾌﾟﾚｯｼｬｰを感じていま

す。益々の会の発展の為、尽力して参ります。 

三保会員 図らずも国土交通大臣賞を頂きました。これも皆さん

のお陰と感謝しております。ありがとうございます。 

槇殿会員 三保二郎さん観光関係功労者国土交通大臣表彰お

めでとうございます。かなわの御繁栄を申し上げます。 

久保(豊)会員 三保さん、観光関係功労者国土交通大臣表彰お

めでとうございます。 

中山会員・岡部会員・丸本会員・小林(孝)会員 三保会員、者国

土交通大臣表彰おめでとうございます。 

庄子会員 三保会員が観光関係功労者大臣表彰を受けられま

した。日頃の成果の表れだと思います。心からお祝い申し上げま

す。 

≪未発表≫ 

久保(雅)会員・岡部会員・合田会員・二井本会員 ダスさん、セイ

ザルちゃんの誕生おめでとうございます。これからの成長が楽し

みですね。 

中川会員 孫娘がｴﾘｻﾞﾍﾞﾄ音楽大学に入学しました。非常にうれ

しいです。 

岡田(清)会員 妻の誕生日に素敵な花をありがとうございました。

大変喜んでおりました。 

森会員 家内の誕生日にお花を頂き、又、自身の誕生日も祝っ

て頂き、ありがとうございました。 

 

当日計 82,000 円（内、ｗｅｂ31,000 円） 累計 1,293,900 円 

★=10,000 円 ☆=5,000 円 ◆=3,000 円 ◇=2,000 円 

 

『飲食店のプロデュースの仕方』 

 

料理家  平野
ひ ら の

寿将
ひ さ ま

 氏 

 

今日は経営者の方が多いと思い

ますので、少しでも経営に参考に

なる話をさせて頂こうと思います。 

以前、１００年続く関東にある駅弁

屋をプロデュースしたことがありま

す。 

皆さんはマダムヤンと言う高級路

線のラーメンがあったのをご存じ

でしょうか？ 

架空セレブのヤンと言う台湾の架

空人物を見立てものです。 

高学歴、高収入、旦那の職業までイメージしたセレブがお昼に

食べるラーメンをつくったのです。 

当時、この手法を駅弁に取り入れました。 

小田原にいるおばあちゃんが、帰省した孫に、東京の下宿先に

戻って食べてもらうお弁当をイメージしました。 

孫は男の子と女の子で年に何回か帰ってくる。おばあちゃんはこ

んな容器にこんな素材を詰めてとイメージして考案しました。 

商品がぶれたときは全員で原点に戻りました。 

これはおばあちゃんがつくった弁当だよねと言うことを徹底的に

話あって常に見直しをはかっていきました。 

１０００円弱のお弁当で十年間爆発的に売れ続けました。全員が

一つの目的に向かって、話し合いがきちっとなされたものは常に

ロングランとして売れ続けます。 

話は変わりますが、現在、啐啄塾というものをしています。 

啐とは雛鳥が卵からかえりたくて鳴く。啄とは母鳥が卵を返したく

てつつく。 

鳴き声とつつく音が同時にひとつになって、最高のめったに見ら

れない光景が展開されます。 

これを師弟関係に見立てて、啐啄塾と言っています。 

いまなら師匠の話を聞けて師弟関係が肉と血になる最高の瞬間

を見立てています。 

本日、同席しております一十の女将もうちの塾生です。彼女は以

前、流川で水商売をしていました。 

ニコニコ箱                   ニコニコ委員会 

卓話時間 
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どうしても飲食業をやりたいという事でうちの塾に入ってきました。 

当時彼女はクラブに勤めていましたが、そこを辞めるにあたって

ある約束事をしました。 

当時勤めていたお店に対して辞めたい時期を言わない約束をし

ました。お店にはいつまでいれば恩返しができるかを聞くようにし

ました。自分の辞めたい時期を伝えない。こうゆう辞め方ができ

たかどうか。これができたかどうかで塾生にするかどうかを見てい

ました。水商売は勝手に来て勝手にやめる人が多い中、このよう

な辞め方をしたことに先方は感激し、いまだに評価してもらって

いるそうです。昔の日本なら当たり前のことです。 

最初に約束したことを続けるといい関係ができます。 

うちの塾生には筋論をしっかり伝えています。とにかく道理の話

しかしていません。 

最近はこういうお客さんに来てほしくて、この場所でこういう業態

でやっているという当たり前の事ができていないところが多い様

に思われます。誰でもお店はつくるのは簡単ですが、店は続け

て何ぼです。続けるためにはぶれないことです。 

自分の技術でどんなことをやり続けるか。 

いかに社会の為になっているか。 

これを持ち合わせないとだいたいﾀﾞﾒになります。 

人は劇薬を渡されると依存心が高くなり、結果がくることに酔いし

れ、体力がついていかなくなっていきます。主体はだれかを見失

うと大概おかしくなります。 

大事なのは当たり前のことを当たり前にやり続けること。 

日々、長時間労働をし続けると自分を見失ったり、あたりまえのこ

とができなくなる。テクニカルでごまかし、救われようとしがちで

す。 

ぶれずに迷ったら原点に立ち返りやり続けること。 

筋を通し社会の役に立つこと。 

これはどの業種にも共通する一番大事な事だと思います。 

業種は皆さん様々だと思いますが、これらの話が少しでもお役に

立てたなら幸いです。 

 

 
 

 

 
ロータリー財団は次年度２０１６－１７年度に財団創設から１００年

となります。 

１９１７年、アーチ C. クランフＲＩ会長が「世界でよいことをするた

めに」基金の設置を提案。この基金が１９２８年に「ロータリー財

団」と名づけられて国際ロータリー内の新しい組織となり、現在の

ロータリー財団にいたっています。 

 

財団の成長 

１９２９年、財団は初の補助金５００ドルを国際障害児協会へ贈り

ました。この協会は、ロータリアンだったエドガー F. “ダディー” 

アレンが創設したもので、後に「イースター・シールズ」（米国の慈

善団体）となりました。 

１９４７年、ロータリー創設者のポール・ハリスが亡くなると、多くの

人びとから国際ロータリーに寄付が寄せられました。この寄付は

「ポール・ハリス記念基金」となって、その後のロータリー財団の

発展のために役立てられました。 

財団プログラムの変遷 

１９４７年 財団初のプログラム「Fellowships for Advance Study

（高等教育のためのフェローシップ）」を開始。このプログラムは

後に「国際親善奨学金」として知られるようになる。 

１９６５～６６年 財団が新たに「研究グループ交換（ＧＳＥ）」

「Awards for Technical Training（技術研修のための補助金）」

「Grants for Activities in Keeping with the Objective of The 

Rotary Foundation（ロータリー財団の目的を果たす活動のため

の補助金、後の「マッチング・グラント」）」の３つのプログラムを開

始。 

１９７８年 「保健、飢餓追放、人間性尊重（3-H）補助金プログラ

ム」を開始。3-H 補助金のプロジェクト第一号として、フィリピンの

６００万人の子どもたちにポリオの予防接種を実施。 

１９８５年 全世界でポリオの撲滅をめざす「ポリオプラス・プログラ

ム」を設置。 

１９８７～８８年 初めての平和フォーラムが開催され、これが「ロ

ータリー平和フェローシップ」創設のきっかけとなる。 

２０１３年 世界中のロータリアンがグローバルなニーズに応えら

れるよう、新しい補助金モデル（地区補助金、グローバル補助金、

パッケージ・グラント）を導入。 

 

１９１７年に２６ドル５０セントの寄付から始まったロータリー財団は、

１０億ドル以上の寄付を受けるほどの大きな財団に成長しました。

これまで、プログラムとプロジェクトに授与された補助金や奨学金

の総額は３０億ドルを上回り、世界中の何百万人という人びとの

人生を変えてきました。 

財団はこうして多くの方々に支えられ、人道的分野や教育面で

の支援活動を続けています。 

ロータリー財団をご理解頂き、今後も財団への寄付を続けていた

だきますようお願いいたします。 

 

 
 

 

次年度ではロータリー財団１００周年を祝うべく、地区や各クラブ

単位で活動やイベントを企画することが求められています。 

 

 

■出席報告 出席委員会 

２０１６年５月１２日（木） 会員数 ８６名 

出席 ７１名  欠席 １４名 

来賓  １名  来客  １名  ゲスト １９名 

４月１４日例会出席率  ９８．７８％ 

■来客紹介  親睦委員会 

平野 寿将 様（卓話者） 

上田えみか 様（卓話同行者） 

菅  泰晶 様（広島陵北） 

ダス・ラリット クマール 君（米山奨学生） 

福田 成悟 様（ゲスト） 

山下 裕規 様（ゲスト） 

■オープン例会ゲスト  職業分類会員増強委員会 

竹内 恒彦様  福永 誠一様  大田  太様 

土屋 武美様  辻  憲吾様  村上 真一様 

川村 敬史様  岸 銀太郎様  西本 寛史様 

三澤 正明様  西本 洋介様  延澤 量昭様 

内山  洋様  新谷 欽史様  谷口 佳陽様 

■次回例会案内  ２０１６年５月２６日（木） 

卓話：府中ひかり保育園 

    園長  原 恵美子 氏 

『保護者に見る青年像の今』 

食事：洋食 

その他：入会式 

ロータリー財団１００周年に向けて 


