ＲＩ会長 バリー・ラシン

インスピレーションになろう
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「想いを繋ぎ 地域と国の発展に奉仕する」

第

例会
経済と地域社会の発展月間

天 候
会 長
例会日

・点 鐘
・ソング
・卓 話

例会場：ホテル・ヘリテイジ飯能sta.
事務局：飯 能 商 工 会 議 所 内
（代）

晴
島 田 秀 和

幹 事 馬 場 正 春
水 曜 日（12:30～13:30） 当 番 町田君、中里（昌）君

島田会長
それでこそロータリー 四つのテスト
鈴木康弘会員 五十嵐正則会員

【会長報告】
冷暖房の切替えに昔は１か月位間がありまし
たが、最近間隔が縮まって来たように思います。
ＭｙＲＯＴＡＲＹの登録、
挑戦して頂けたでしょ
うか。
５０％達成、
ご協力お願い申し上げます。
同級生で仲の良い島田憲一氏は秩父
「
（みや
のかわ）
ナイトバザール」
の仕掛人。全国に商
店街活性の講演に行っている方です
（現在、
秩
父商工会議所副会頭）
。
２１日（日）にはＮＨＫに出
演。是非卓話にも来て頂けれ
ばと思っております。
中里忠夫会員にＲＬＩ修了
証をお渡しします。
【幹事報告】
１１／７第６回理事会を開催
します。
私がアンチＪＣだった
頃、ブロック大会で島田憲一
氏
（当時ブロック長）
の「喋り」
を聴いて、
「この
人は何なんだ」というカルチャーショックを
受けたのを覚えています。以前は騎西町、今
回は下田。ＮＨＫ特番、是非ご覧下さい。
【委員会報告】
◎親睦活動委員会
中山君
１８日、親睦ゴルフコンペ、飯能グリーン
ＣＣ、９時２０分までにお越しください。２
４日、大松閣で夜間例会。１７時南口集合で
バスが出ます。
◎飯能商工会議所
吉田（行）君
１９・２０日「はんのう路地グルメ」チケッ
ト購入のご協力をよろしくお願いします。

◎雑誌委員会
坂本君
「ロータリーの友 １０月号」横組Ｐ６、
ＲＣの
目的とは。
Ｐ７、
明治１５０年記念の事業につい
て。
Ｐ４３、
日本の会員数は現在８９，
２２７名、
昨年
８９，
０９４名と微増。
３４地区中１９地区で増加。
飯能は「第１ゾーン第２５７０地区第３グルー
プ」
に所属。
縦組Ｐ９
「例会を月２回にする決断
１００歳の長老会員が理解示す」大阪堂島ＲＣ
は今年から例会が月２回で、本業が忙しい時
にも出席出来、会員が増えたとの事です。
【出席報告】無届欠席０ 加藤出席向上委員長

会 員 数
当
日
前々回修正
全 数 対 象 出席数 出席率 出 席 率
【Ｍ
Ｕ】
１０／１６（狭山中央）中里（忠）君
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・本日、イニシエーションスピーチをさせて
頂きます。よろしくお願いします。鈴木君
・結婚記念日お祝い有難うございます。 吉澤君
・武球会シニアの部で優勝しました。
飯能ゴル
フで２度と出ないスコアでした。 新井（景）君
・本日、薬局店舗を新町に移転し開業致しま
した。皆様方からお祝いも頂き有難うござ
いました。
福島君
・遅刻しました。
髙橋君
・早退します。
吉島君
本日計１６，
０００円、累計額２７５，
００１円。
◎２４日例会当番は中里（忠）、中山会員です。
【卓

話】

イニシエーション・スピーチ
鈴 木 康 弘 会員（紹介者：吉田行男会員）
五十嵐正則会員（紹介者：矢島 巌会員）
鈴木会員：６／６に入会式を
して頂き早４か月半。やっ
と最近、例会の食事を味わ
えるようになりました。家
康の
「康」
に弘法大師の
「弘」
で、
普通は
「やすひろ」
です
が
「みちひろ」
と申します。今
回初めて何故そう読むの
か母に尋ねてみたところ、
驚いた事に明確な答えが
得られずショックを受けた
次第です。
小林旭の
「ズンドコ節」
が流行った１９６０
年生まれ、
５８歳。芸能界では佐藤浩市、
真田広之、
コロッケ、会員では吉澤、新井（康）会員と同期。沢
田研二と同じ６月２５日の生まれ。
マイケル・ジャク
ソンの命日でもあり、ラジオで歌が流れたら私の
誕生日だという事をお忘れなく。小さい頃からス
ポーツが好きで、夏は野球、冬はサッカーをやっ
ていました。中学でサッカー部、高校はラグビー
部、大学ではアメリカンフットボールをやり、日大
とは３回程試合をし、反則ではない正規のタック
ルを受けて膝の内側靱帯を損傷したという苦い
思い出があります。大学選手権で９連覇した日大
が今こういう結果になっているのは淋しい気がし
ます。現在、冬はスキー、夏は山登り、夜は筋トレ
です。仕事はパティシエ
（菓子職人）
で、飯能銀座
商店街で
「夢彩菓すずき」
を経営しています。六本
木
「クローバー」
というケーキ屋に入って日本橋高
島屋に出向、２年程販売を担当しました。当時は
銀座と日本橋で
「デパート戦争」
をしていて、私のよ
うな派遣社員にも教育を受けさせて貰えた良い
時代でした。鎌倉
「レ・ザンジュ」
でがむしゃらに
働いた後、渡仏を決意。３か月間、死ぬ程仏語を
勉強しました。仏語の履歴書１０枚を用意し、日
本で日本人と一緒に働いた事のあるフランス人の
お店を回り、ダメだったら帰って来るつもりで片道
切符を買って旅立ちました。ル・マンで見つけた
お店に入って「あなたと一緒に働きたくて来まし
た。私を雇って下さい」と言いました。最初はシェ
フも驚いていましたが嬉しかったようで受け入れ
て頂きました。
「フランス人は冷たい」
と聞きますが
そんな事はなく、すごくお世話になりました。夫人
の実家に住み込ませて頂き修業が始まりました。
言葉は通じませんが毎日楽しく、原材料は日本と
違って大変勉強になりました。次に、パリ近郊の
高級住宅街の老舗
「ル・グランダン」
に紹介で入り
ました。
一流店で、
パティシエのレベルも高く、
あめ
細工のやり方を傍で見る事が出来ました。パリ
「マキシム」でレストランの研修をした後、１９８９年
に帰国。飯能の駅前通りに洋菓子店「ボナペティ
すずき」を出しました。西武飯能ペペ店、銀座通
り店の３店舗でしばらく営業していましたが、各
店が近かったため、効率を考え、現在は１店舗で
営業しています。菓子作りは「思い出販売業」で
あり、大切な瞬間のお手伝いをさせて頂いている
という事が励みになっています。毎日の仕事を手
を抜かずコツコツやる事を心掛け、従業員にもそ
う話しています。夢としては、大久保市長ではあり
ませんがわくわくするお店にリニューアルしたい
と考えています。趣味ではスキー１級を取り、山
では槍ヶ岳に登るのが目標です。仏語検定も２級

を目指して勉強しています。ＲＣでは奉仕の心を
もってメンバーの方々と交流を深めながらコツコ
ツやっていけたらと思っております。
五十嵐会員：８／１に入会さ
せて頂きました。Ｓ４９年２
月１１日生まれ、
４４歳。
「いが
ぽん」
「ぽんちゃん」
と気楽
に呼んで頂ければ光栄で
す。家族は妻、
長男、
長女の
４人。趣味はゴルフ、釣り、
映画鑑賞です。ゴルフは練
習が好きではなく、
よく１００
前後のスコアになり中里
（忠）
先輩から
「ダメだよ」
と言わ
れます。奇跡的に８０台もたまにあります。海釣り
のメインはマダイ、ヒラメ、タチウオ、イカ、ブリ。
朝から行くと仕事が出来ないので乗る船は午後
か夜です。最近涙もろくなり、映画は『クレヨンし
んちゃん』でも泣いてしまいます。酒造組合の役
員、ブレア市や韓国との交流を深める飯能市国
際交流委員会の副会長をやらせて頂いておりま
す。Ｈ２６年１０月に「五十嵐酒蔵」の社長となって
４年経ちます。酒造業界はＳ４９年の９９０万石を
ピークに製造量は右肩下がりで、
現在は３００万石
以下。蔵は２０００から１
４００軒に減り、埼玉県では
３４軒、
飯能市では今年４月に大橋酒造が廃業し、
弊社１軒のみとなりました。弊社は年１
０００石、
一
升瓶換算で１０万本を製造、
販売しています。商圏
は飯能中心に所沢・川越・坂戸の扇形で７割位を
販売。冬の時期だけ来て頂いていた出稼ぎの方
も最近は居なくなり、自分達だけで造っていま
す。酒は生き物なので造り始めると止める事が出
来ず、毎日仕事する環境になります。今年も１０月
１日から製造を始め、
来年４月まで私は休み無し。
杜氏の従業員には週１は休むよう言っているので
すがたぶん休まない感じです。
最近は全国的に過
疎化し、大きな酒造会社がいろんな所で酒を売
り始めました。私達も今まで通りでは太刀打ち出
来ないという事で
「新しい日本酒」
をテーマに製造
を始めています。
７年前から造っている
「五十嵐」
は
最初４００本、今は１万本に増えて来ました。通常
絞ってタンクに入れてから瓶詰めするのですが、
絞っている最中に瓶詰めし、フレッシュなままご
提供しています。昔は１年半分位を製造し、
新酒と
古い酒を混ぜてバランスのとれた味のお酒を出
荷していたのですが、今は１年分の製造にして、フ
レッシュな状態から熟成してきたお酒が無くなる
と、いきなり新しいお酒に変わります。そのため、
味の変化が激しくなるのですが、香りが良かった
り、飲み易かったり、フレッシュ感が残っていたり
と、美味しいお酒が提供されているのではないか
と私自身は思っております。私が初めてお酒を飲
んだのは幼稚園の時。友だちが家に遊びに来て
酔っ払って帰り、親から苦情の電話が来たと聞い
ています。
従業員から
「水だから飲め」
とワンカップ
を渡され、へべれけになったようです。中学生位
からは試飲用のお酒を一寸ずつ毎晩飲んでいま
した。
家でも
「ビールはダメだけどお酒ならいいよ」
と言われ、こんな太った男になってしまいました。
１９歳で国税庁醸造研究所に入所した時は「飲
まない」という誓約書にサインをさせられました
が、その日の夜から飲んでいました。その頃はま
だやわらかい時代でもありました。ＲＣに入って
間もないので、失礼な事が多々あったり、勉強し
なければいけない事が沢山あると思いますので、
是非ご指導ご鞭撻をよろしくお願いします。早く
一人前のロータリアンになって奉仕活動に頑張り
たいと思います。どうぞよろしくお願いします。

