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　当社は長年にわたり、LP ガス事業をメインと

した生活に関わる商いをさせて頂いてきました

が、この度2020年６月６日より、新たな取り組み、

食パン販売がメインの「高級食パン嵜本」をオー

プンしました。

　お会いする人からプロパン屋がなぜパン屋？と

よく聞かれます。正直、全くの異業種で自分自

身も２年前までは、まさかパン屋さんをやるとは

思ってもいませんでした。

　外部環境はものすごいスピードで変化し、私ど

も業界も競争激化、前々から、他社との差別化や

お客さまの喜びにつながる、付加価値が高い商品

やサービスを持っていたいという思いが、予想外の

食パンに行きついたのかと感じています。（パン

がかかったのはたまたま…）

　高級食パンを知るきっかけは、テレビの特集で

す。その時に興味をそそられ模索し始めて、いく

つかの候補から【嵜本】へ行きつきました。私ど

もは飲食店さんへガス供給をしていますが、飲食

経験はなかったので、単独運営は厳しいと感じて

いました。そこでパートナーを探し、フランチャ

イズ契約が出来たこともよかったです。異業種の

企業さんとの取り組みは新たな発見や、見習うべ

き点は多くあり、本業や私自身へもいい影響をも

たらしてくれたようにも思います。

　日本人の主食はお米ですが、食の多様化で、お

米よりパンの消費が増えている傾向にある事な

ども教えて頂きましたが、オープン前はやはり心

配…しかし自分たちが想像していた以上に、たく

さんの方に喜んで頂き、反響を生み出せたように

も思います。味の評価をしていただいたのは嬉し

かったですし、望まれる商品を提供することはお

客様に喜ばれるだけでなく、提供する側の働きが

いにつながるんだと改めて感じました。

　食パンは、昔から身近に存在していた食品でし

たが、作り方や提供方法を変えただけで「付加価

値」が高められ、よりお客様に望まれる商品とな

り、まさにイノベーションと付加価値の提供を実

感できる時間でもありました。

　これからの課題はやはり継続です。オープンし

て、２ヶ月はかなりの確率で、コロナかパンの話

をする機会が多かったです。今後はコロナの終息

を願いつつ、パンの話題だけ継続的に続くように、

今回の経験を活かし、本業（プロパン）と連携し

ながら【笑顔】を増やしていく努力をしていきた

いと思います。



　今日の卓話のテーマ

は今年度の週報に掲載

されています挿絵につ

いてお話させていただ

きます。

　これまでの挿絵につ

いては皆様のご要望な

どもあり、皆さんの思

い出の場所であったり、

水戸ならではの場所などをテーマに描いてまい

りましたが、今年度は高沢年度の時の２月に職

場訪問で訪れた福島第一原子力発電所の状況を

描かせていただいたものです。

　私がこの挿絵を担当させていただく事になっ

た経緯ですが、29年前からこの挿絵を描かせ

ていただくようになりまして今年で29枚目の

挿絵になります。私が担当する以前は松川さん

という先輩がこの挿絵を担当されていたのです

が、急逝されましてその後を私が引き継ぐ事に

なりました。

　今年は内藤会長、香嶋幹事にお越しいただい

て挿絵のご依頼をいただきましたが、差し入れ

もいただきまして本当に有難うございました。

これまでも歴代の会長さんからご依頼をいただ

く際にはいろいろとお気遣いをいただき感謝を

しております。

　29年の間にはその時その時のいろいろな思

いでがありまして、今でも懐かしく思っており

ます。

　今年福島第一原発を訪れた時の話に戻ります

が、ちょうどあの頃は新型コロナウイルスが蔓

延しはじめた頃で私たちもマスクを着用し現地

へと向かいました。バスに乗り高速道路を降り

て現地へと近づくにつれ、周りの風景は散々た

る状況でした。かつては多くの人が生活し、子

供たちの笑顔や笑い声のあった楽しい雰囲気の

町だったろうなと思うと心が痛む大変な現状で

した。間もなく現地へ到着しレクチャーを受け

た後にボディチェックを受けてバスに乗り込み

施設内を案内されました。見学の際には持ち物

や時間も制限されてしまうので、手持ちのボー

ルペンで持っていたパンフレットに風景を描き

留めましたが時間の制限がある中でしたので、

その後は記憶をたどりながら何とか描いた絵で

すので、不正確な点もあると思いますが思いを

込めて描き上げました。

　その時の感情としてはやはりこのような絵は

もう描きたくないなという気持ちになりました。

これから廃炉作業が進んでいくと思いますが、

本当に気の遠くなるような大変な作業だと思い

ます。福島第一原発の抱える問題はすべての人

の問題としてしっかりと考えていく必要がある

と思います。今回の挿絵にある赤いクレーンは

その思いを表現いたしました。ご理解いただけ

ると有難いです。

　例会の出席率ですが、60％に満たない会員

もおられます。ロータリークラブは友好を深め

る団体です。是非積極的に参加をいただいて友

好を深め共に社会貢献ができたらと思います。

是非頑張ってまいりましょう。

【卓　話】

◇ 新会員紹介

◦中庭　　忠（人材派遣）S44.6.19生

　㈱アビリティ　代表取締役

　２年前はロータリーの例会にてバンド演奏を

させていただきました。仕事は人材派遣の会社

をしており、来年の２月でちょうど20年にな

ります。他には外国人の技能実習受け入れ事

業、登録支援機関など外国人

に関する仕事もさせていた

だいています。まだまだ若輩

ではありますが一生懸命頑

張っていきたいと思います

ので、どうぞよろしくお願い

致します。

今年度の挿絵について

10 月第１例会 司会　本島委員例 会 報 告

横須賀満夫	会員（設計）



（推薦者　内藤会員・増山会員）

◦奥野　康作（書籍教材販売）S46.4.30生

　㈱ブックエース　代表取締役社長

　この度歴史と伝統ある水戸

ロータリークラブに入会でき

ます事を嬉しく思います。以

前こちらでお世話になってい

ました当社会長の中村より、

皆様にはよろしくと伝言を預っ

ております。現在４県にまたがり26店舗ほど

展開をしており、その他の事業も含めると５事

業ほどやらせていただいております。私は

2011年の震災後に水戸に参りまして、数年間

のつもりでいたのですが、水戸が大変好きにな

り今に至っております。まだまだ経営者として

の経験も浅く、未熟ですが皆様にご指導をいた

だきながら勉強をしていきたいと思います。

（推薦者　内藤会員・任田会員）

◇ 会長の時間

　皆さん、こんにちは。新会員２名、中庭さん・

奥野さん、ようこそ水戸ロータリークラブへ。

今週も新会員を迎えられることを大変うれしく

思います。今日時点で会員数は119名です。本

日の定例理事会報告がございます。１点目は、

初の女性会員候補者が審議され、公表されまし

た。常磐大学学長の富田敬子さんです。ご経

歴・お人柄も申し分のない方です。皆さん何卒

よろしくお願い申し上げます。２点目は、来年

３月に予定されている創立70周年記念例会の

件です。現在、毎月最終火曜日の夕方実行委員

会が開催されており、着実に準備が進んできて

おります。その中から本日は、「水戸ロータリー

クラブ創立70周年記念奨学金」概要を承認い

ただきました。水戸ロータリークラブオリジナ

ルの奨学金制度です。常磐大学の学生さん４名

に一人年間20万円を支援し将来に役立てても

らおうというものです。今月は、米山月間で

す。米山 BOX へのご協力よろしくお願いいた

します。またロータリーではないのですが10

月はピンクリボン月間でもあります。乳がんの

啓蒙と検診の促進月間です。私が個人で所属し

ております NPO法人でマスクを作りましたの

で、皆さんに一枚プレゼントいたします。デザ

インとマスク制作は神尾（圭）会員にお願いしま

した。本日の卓話は、横須賀満夫会員の「今年

度の挿絵について」です。しっかりお聴きいた

だきたいと思います。最後に今夜初めての「絆

の会」です。額賀会員のお店全館貸し切りにし

密を避け、飛沫防止のためフェイスシールドを

全員にご用意します。万全の体制でお待ちして

おります。

◇ 出席報告

後藤委員長

会 員 数 出 席 数 欠席数 本日の出席率

119名 77名 42名 70.00%

前　週訂正出席率　73.39%

◇メークアップ

9/3　	ワールド大阪ＲＥＣ		亀山　昌美

10/5	 北海道2500ＲＥＣ		後藤　直樹

◇ にこにこＢＯＸ

	 齊藤（佳）委員長

中庭会員……本日入会いたしました中庭です。

今後ともどうぞよろしくお願い致します。

内藤会員……中庭さん、奥野さんご入会おめで

とうございます。

増山会員……中庭さん、奥野さんご入会おめで

とうございます。

衣笠会員……奥野さんご入会おめでとうござい

ます。益々のご活躍を期待します。合わせて

誕生祝おめでとうございます。

香嶋会員……今月も宜しくお願いします。

白田会員……今月も宜しくお願いします。

関会員……イチョウの葉が色づいてきました。

クールビズが懐かしい。

本島会員……９月のゴルフ同好会コンペで優勝

させていただきました！ありがとうございま

した。

長野（久）会員……毎年実施しているＮＨＫ交響

楽団のコンサートがコロナ禍でインターネッ

ト開催となりました。是非お申込み下さい。

小櫃会員・山口（政）会員・小宅会員……誕生祝

ありがとうございます。

渡邉（幹）会員……バースデープレゼント頂きま

した。毎年すみません。



例　会　予　告

１０月２０日（火）
卓話「米山月間に因んで」

地区ＲＬＩ委員会

１０月２７日（火）
卓話「ガバナー公式訪問を控えて」

柴山　博光	第 3分区ガバナー補佐

１１月　３日（火）
―祝日に付き休会―

週報担当　白田　礼治	委員長

……　例会欠席の方は、４日前までに事務局までご連絡下さい。……

　君のところの会社は何人くらい働いて

いるの？

　そうだなあ、半分くらいかな。

●今週の小噺●

砂押会員……妻の誕生祝ありがとうございます。

ブックエース奥野さん入会おめでとうござい

ます。

横須賀（良）会員……妻共々お祝いを頂きありが

とうございました。

川名会員・片岡会員・後藤会員……妻の誕生祝

ありがとうございます。

和田（幾）会員……妻の誕生日プレゼントありが

とうございます。

秀会員……家内のお祝いを頂きました。ありが

とうございます。

小川会員……妻の誕生日祝、誠にありがとうご

ざいます。

本日の合計 21件 120,000円

◇ 財団ＢＯＸ

藤田　卓也会員……財団の友献金

（第１回）　　　＄100	 10,500円　

	 （累計　＄1,100）

大関竜太郎会員……財団の友献金

（第３回）　　　＄100	 10,500円　

	 （累計　＄300）

この計 ２件 21,000円

◇ 米山ＢＯＸ

荻原　　武会員……米山功労者献金（第７回）

　　　　　　10,000円	 （累計　370,000円）

髙原　　裕会員……米山功労者献金（第７回）

　　　　　　10,000円	 （累計　370,000円）

内藤　　学会員……米山功労者献金（第１回）

　　　　　　10,000円　	（累計　310,000円）

八文字典昭会員……米山功労者献金（第９回）

　　　　　　10,000円	 （累計　290,000円）

片岡　宗厳会員……米山功労者献金（第８回）

　　　　　　10,000円	 （累計　280,000円）

増山　英和会員……米山功労者献金（第８回）

　　　　　　10,000円　	（累計　280,000円）

香嶋　　貴会員……米山功労者献金（第２回）

　　　　　　10,000円	 （累計　220,000円）

黒田　克己会員……米山功労者献金（第２回）

　　　　　　10,000円	 （累計　220,000円）

小櫃　重秀会員……米山功労者献金（第２回）

　　　　　　10,000円　	（累計　220,000円）

藤本　　淳会員……準米山功労者献金（第７回）

　　　　　　10,000円	 （累計　70,000円）

鯉沼　弘之会員……準米山功労者献金（第７回）

　　　　　　10,000円	 （累計　70,000円）

大関竜太郎会員……準米山功労者献金（第５回）

　　　　　　10,000円　	 （累計　20,000円）

この計 12件 120,000円

◇ 幹事報告

香嶋幹事

１．新会員所属委員会は下記のとおりです。

　　　中庭　　忠会員……親睦活動委員会

　　　奥野　康作会員……会場委員会

２．ロータリーレート変更のお知らせ

　10月１日よりロータリーレートが１ドル

105円 (旧行106円 ) となります。




