第２８２３回例会 逗子ロータリークラブ

ＷＥＥＫＬＹ ＲＥＰＯＲＴ
2020-21 年度 №29 2021 年 4 月 8 日
例会場：「カンティーナ」逗子市新宿 1-3-15
例会日：第 1･2･4 木曜日 12:30
会長：匂坂祐二

幹事：森澤義一

第 2８2３回
12:30

TEL：046-870-6440

第 3 木曜日 18:30

E-mail：zushirc@sage.ocn.ne.jp

例会プログラム

TEL＆FAX：046-873-0226

Website: http://www.zushi-rc.com/

お知らせ：・第 9 回全国インターアクト研究会は中止
となりました。

開会宣言

S.A.A

点鐘

匂坂会長

・4 月は「母子の健康月間」です。資料希望者は事務
局迄ご連絡下さい。

（ロータリーソング斉唱）

開催案内：5 月 15 日（土）15:00～17:00

ゲスト・ビジターの紹介

場所は未定。次年度クラブ幹事研修開催。

会長の時間

委員会報告

幹事報告：来信・告示事項

13:00

事務所：逗子市桜山 6-3-29

第 5 木曜日 18:00

村松雑誌委員長： 4 月のロータリーの友から、今回も

委員会報告：

興味深いものを抜粋し、ご紹介致します。是非ご

出席報告：

一読下さい。

卓話：橘

武会員

匂坂会長の時間

エルダースピーチ
13:30

閉会宣言
点鐘

皆さん、お久しぶりでございます。よ

S.A.A

うやく緊急事態宣言が解除され、約 3 ヶ

匂坂会長

月半ぶりに、ここカンティーナで開催する
事ができました。新型コロナウイルスの影

予
4 月 8 日（木）

定

響で昨年の１２月第４例会から休会とな
りましたが、2 月 18 日の例会から、zoom で開催させ

12:30 卓話 橘武会員

て頂きました。Zoom 例会の開催にあたっては、ＩＴ委

4 月 15 日（木） 18:30

卓話 高橋日南乃さん

4 月 22 日（木） 12:30

卓話 矢部房男会員

4 月 29 日（木）

休会

員会のご尽力、そして石田さん、菊池さんには、会員さ
んのフォローをして頂き、感謝申し上げます。さて、こ
の新型コロナウイルスも一年以上続いております。
2021 年は緊急事態宣言という波乱の幕開けで始まり
ましたが、コロナが収束するにはワクチン接種が国民に

5 月 6 日（木）

12:30 卓話 未定

ある程度いき渡らないと、この状況が変わらないと思い
ます。まだまだ時間がかかりそうです。大阪府では、緊

財団ニコニコ

菊池

＄10

急事態宣言の解除後に感染が拡大、昨日の感染者が

米山ニコニコ

山本

2,000 円

599 人東京都を超え「まん延防止等重点措置」を適用

松井、菊池、森澤

各 1,000 円

2822 回 例会記録 2021 年 4 月 1 日
出席報告：会員数 45 名（出席免除 3 名）
出席者：25 名 56.81％
幹事報告

到着物：ロータリーの友 4 月号

国際ロータリー関係：日本事務局は 5 月 7 日（金）迄
在宅勤務となりました。

する方針です。首都圏も人の動きも増えていますし、変
異ウイルスの拡大も心配です。3 度目の緊急事態宣言が
出ないことを祈りたいです。こういった状況ですので、
今年度は、急遽、例会プログラムも変更を余儀なくされ
ています。山科委員長にはご苦労をお掛けしています。
4 月の例会については、主に会員の卓話を予定していま
す。3 月の例会では、エルダースピーチとして、村田会
員にお願いしましたが、普段聞けない話も聞けてとても
良かったです。本日は、鈴木安之会員のエルダースピー
チです。楽しみであります。本日も宜しくお願い致しま
す。

エルダースピーチ

「私の生い立ち～カンブリア宮殿」 鈴木安之会員
カンブリア宮殿（テレ東）で我が「スズキヤ」が紹介さ
れましたが、反響は凄まじかったですね！司会の村上龍
が「その経営で儲かるのですか？」と聞いてくれました
が、アナログの手間をかけた商いで儲かる訳はなく、チ
ェーン展開も出来ません。
私のロータリー歴は昭和 51 年(1976)年入会で鈴木
久弥さん、山口哲さんに次ぐベスト 3 です。図らずもガ
バナー補佐と会長をそれぞれ 2 度やりました。
私は昭和 14 年(1939 年)現在中萬学院のある場所で
誕生しました。スズキヤは明治 35 年(1902 年)祖父の

ZOOM でも、多く

鈴木安治が創業、今年で 119 年よくぞ続いたものです。

の会員が参加の

小学 6 年の頃には別荘に配達の手伝いをさせられまし

ハイブリット例会

た。父親の道雄は昭和 31 年(1965 年)、レジスターの
発達と共にスズキヤをスーパーマーケット業態に転換、

4 月理事会報告

日本では紀伊国屋に次ぐ 2 番で日本セルフサービス協会
の副会長を務め、当時はダイエー（中内氏）やイトーヨー
カ堂（伊藤氏）は未だ隅っこにいました。
「太陽の季節」の石原慎太郎氏はコンテッサ号を所有、
スキッパーは山本淳正氏（故人・海狼）、クルーは弟・陸
三の仲間で逗子開成の体育館や逗子海岸を根城にしてお
り、その関係で慎太郎さんは我が家（店）に遊びに来てい
ました。逗子は別荘地で食に対する民度が高く、高校大
学の頃はマツダ・オート三輪で第二国道を通り築地まで
行き、帰りは中沢乳業で生クリーム、紀伊国屋でパン、玉
木屋で佃煮を仕入れました。スズキヤは食文化の高い逗
子ゆえに商売が成り立つ訳で同じ志向のスーパーマーケ
ットは全て消えて行きました。
次男の雄二が日影茶屋に行った時の日影は厳しい経営

・4 月 5 月、今後の例会について…4 月第 3 例会は
アルコール無し、緊急事態宣言が発令されれば例会
開催については変更する。
→ 承認
・会計報告…3 月 31 日迄の内容報告
→承認
・地区研修・協議会について…4 月 18 日オンライン
会議となる。出席者については服部会長エレクトで
選択をする。
→承認
・京都紫野 RC45 周年記念式典について…6 月 5 日
（土）のみの開催となる。エクスカーション、前夜祭
無し。切符手配は次回理事会迄に奥様同伴を含めて
決定する。親睦旅行会は無しとする。 →承認
・事務局検討委員会について…松田事務局今期までで
退職。検討委員会を組織する。
→承認
・その他…大下会員今期末で退会。
→承認

状況でしたがラ・マーレなど攻めの経営で再建。その後
ロスに移り“スターバックス”を日本に上陸させました。
三男の陸三は人たらしの天才でサザビーを立ち上げ多く
のビジネスを成功させました。現在のスズキヤは 12 店
舗、従業員 1000 人超えの大所帯になりました。現社長
の妹・洋子は若い時から色々な商売を経験し兄弟の中で
一番度胸があり、やる時はやります。
最後に、逗子ロータリーでは多くの素晴らしい仲間に
めぐり会い影響を受けました。人生おもしろく楽しく、
ストレスのない人生を送れると良いですね。
（担当

稲垣

正）

初めてのポ
ールハリス
フェロー、家
宝にします。
（服部会員）

7 回目のポール
ハリスフェロー
（矢部会員）
、
べネファクター
（匂坂会長）

ニコニコＢＯＸ本日合計
￥７１,０００
累計 ￥１,１１９,０００
０００
鈴木（安）君…スズキ屋がカンブリア宮殿に出ました。
矢部君…久々の例会、温暖化で桜も狂い咲き、今日はエ
誕生祝いも含め、本日の卓話。
匂坂君…皆様お久しぶりです。ようやくカンティーナで
開催できました。
森澤君…ようやく、リアル例会、楽しみです。
村松君…皆様にお会い出来、嬉しいです。
山本君…コロナの第４波が来ない事を祈ります。
松井君…ZOOM 例会大成功！でも生の例会が一番、み
んなに再会できてうれしい！
橘（武）君…コロナで中止の会も含めて皆様お元気
で・・・。
山科君…春が来ました。

ープリールフール、小さな嘘を楽しみましょう。
三宅君…本日もよろしくお願いします。
菊池君…対面の例会再開おめでとうございます。
桐田君…やはり顔を見せの例会が嬉しい！
大野君…未払いニコニコ支払います。
服部君…久しぶりです。
清水さん…皆様お久ぶりです。
鈴木（弘）君…久々です！宜しくお願いします。
稲垣君…やっとリアル例会再開しましたが、第４次が必
要です。
古畑君…皆様お久しぶりです。

