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NO.34

　みなさんこんにちは。先週の日曜日に清幹事と伊東ロ
ータリークラブ創立60周年記念式典に出席してまいりま
した。『鼓動』誕生から現在へ「そして未来への伝承」をテ
ーマに行われました。姉妹クラブの台北中央ロータリー
クラブと大阪南ロータリークラブが参加し、60周年記念
ゴルフコンペを実施したこともあり、式典は夕方からの
開催となりました。創立は1956年1月、創立時会員数は
24名、40周年時には74名、現在の会員数は35名で女
性会員が1名とのことです。沼津クラブとしては3番目の
スポンサークラブです。記念事業としては、伊東小室桜
100年咲かそうプロジェクトの一環として、台北中央ロ
ータリークラブとの共同記念事業として、伊東市に伊東
小室桜植樹と記念石碑の設置。地域の青少年育成プロ
ジェクトとして、伊東地区ボーイスカウト・伊東市少年少
女合唱団・熱海高校エイサー部に助成金。人材応援プ
ロジェクトとして、ロータリー財団・米山記念奨学会に
特別寄付されたとのことでした。子クラブでもある伊東
西ロータリークラブ42名も出席されました。スポンサー
クラブということで、メインテーブルに席を設けていただ
きました。野口ガバナー、山本伊東ロータリークラブ会長、	
張永昌台北中央ロータリークラブ会長と同夫人、そして
黄其光ＲＩ前会長と同じテーブルでしたので大変緊張い
たしましたが、張永昌会長は日本語がご堪能なので日本
語でお話しさせていただくことができ、安心しました。黄
其光ＲＩ前会長のスピーチは、中国語でお話しになられ
ました。公式でのスピーチを中国語で話されたのは初め
てとのことで、大変楽しそうにスピーチをされておられま
した。野口ガバナーからも国際大会出席のお礼をいただ
き、大変記憶に残る盛大な60周年記念式典となりました。

ゲスト 	米野　博英様

他RC出席 	細澤君（3.26米山梅吉記念館運営委員
会）、森藤君・清君（3.27伊東ＲＣ創立60
周年記念式典）、石川（秀）君（3.28沼津
柿田川）、内山君（3.30長泉）、石川（秀）
君（3.31沼津西）

欠席者（5名）
石川（三）君、村上君、鈴木君、
内山君、渡辺（好）君

43

43

38

88.37

95.34

4月8日（金）〔肉じゃが他〕
　イニシエーションスピーチ
	 会　員　　長橋　秀行君

会員誕生日　髙地　尚之君
結婚記念日　石渡　保宣君、渡邉　雅昭君

4月15日（金）
　地区研修・協議会報告①
	 次年度委員長

服部君…勝呂先生にお世話になりました。ありがとうご
ざいました。
石川（秀）君…4/3の千本のお掃除は、所用のため欠席
させていただきます。ごめんなさい。
石渡君…杉山哲男先生に姉の件で大変お世話になりま
した。
峯村君…4/6研修旅行があります。時間確認の上、よろ
しくお願いします。
森藤君…皆様のご協力でＲＩ会長賞基準をクリアいたし
ました。ありがとうございます。事務局の鈴木さんにも
大変協力をいただきました。
奥村君…4/3（日）は千本をよくする会の清掃と総会です。
雨天の場合は総会のみです。多分降らないでしょう。
向坂君…色々ありました……。
渡邉（雅）君…孫の引っ越しで千本清掃を欠席します。
渡邊（洋）君・峯村君…森藤会長に参加していただき、
Ｃ・Ｆテーブル会を合同で3/25に開催しました。あり
がとうございました。
山本君…すみません、来週やんごとなき事情で例会を
欠席します。

１ ．例会変更のお知らせ
　新　富　士…4/12（火）は夜間例会	新旧委員長会議
　長　　　泉…4/13（水）は夜間例会
　　　　　　　4/27（水）は4/22（金）早朝例会
　沼　津　北…4/12（火）は夜間例会
　富　　　士…4/20（水）は夜間例会＠遊々庵
　　　　　　　5/4（水）は祝日休会
　　　　　　　5/25（水）は夜間例会　伊豆長岡
　富 士 宮 西…4/29（金）は特別休会
２ ．4/3（日）千本清掃奉仕・「千本をよくする会」総会

のお知らせ
　⇒	9:00〜 千本清掃（千本公園八角池前集合）、
　　9:45〜 総会（千本プラザ中会議室）
３ ．4/6（水）日帰り研修親睦旅行
　⇒18名参加予定・詳細を参加者のみポストイン。
４ ．4/15（金）第3回被選理事会のご案内⇒該当者に
のみポストイン・日程調整をお願いします。

５ ．「ロータリーの友」4月号 配布
６ ．4月のロータリーレート　1ドル＝116円。

パティシエの世界
　　有限会社　ペルル　
	 代表取締役　　米野　博英様

卓話

　沼津ＲＣの皆様こんにちは。私は、沼津の香貫山の
ふもとで恵季工房ペルルという洋菓子店の代表を務め
ております、米野博英と申します。この度は、沼津ＲＣ
の会員であります、京丸うなぎ㈱社長の塚本様とのご縁
で卓話のお話をいただき、本日皆様の前に立たせてい
ただいております。伝統ある沼津ＲＣの皆様は常にこの
地域を引っ張っておられるまさにリーダー中のリーダー
だと存じております。そして、そんな大変お忙しい中、
このようなお時間を頂戴しまして、大変感謝しております。
　まずは、私の簡単な自己紹介をさせていただきます。
職業は、パティシエです。28年目になります。生まれも
育ちも沼津の香貫です。S46/3/22生まれで先日45歳
になりました。お店は、2002年の4月にオープンしまして
今年で丸14年になります。妻と、4月より高2、高1、小5、
幼稚園に入園する子供が4人の6人家族でございます。
　パティシエという言葉がメジャーになってまだ15年く
らいだと思います。そもそも、お菓子製造者を意味する、
フランス語の男性名詞で、女性名詞をパティシエール
と呼んでいます。以前は、ケーキ職人と呼んでいました。
ドラマ、メディアで華 し々い役を有名俳優さんや女優さ
んが演じ、また、スイーツという言葉と共に知られる存
在となりました。小学生、中学生のなりたい職業では、
必ず上位ベスト3には入っております。しかし現実はとて
も離職率が高い職種でもあります。いわゆる理想と現実
の「そんなはずではなかった」というものだと思います。
我々は、せっかくの夢を現実のものにしてあげたい。職
場体験の受け入れや、職業講話や食育の授業などを行
い、地域の若い子供にやりがいや大変さの真実を伝え
る役目も担っております。昨今のコンビニエンスストア
のスイーツ開発の進歩、ネット社会での販売など、我々
街場のお菓子屋さんをとりまく環境など変化していくスピ
ードは凄まじいです。
　しかしながら、逆にピンチはチャンスで、小さい店で

しかできない鮮度感、五感を刺激する店舗運営をして
行きたいと考えております。人材不足も深刻です。従業
員満足も、非常に大切だと痛感します。
　私のお店の理念である、「優しさ、笑顔、感動」をテ
ーマに、これからもブレることなく、地域社会に貢献し
ていきたいと思っております。

◦第53回総会　2016.4.3（日）
　平成27年度事業報告、収支決算報告、平成28年度
事業計画、収支予算書が報告・承認されました。次年度
の事業計画は、以下のようになっています。
１ ）千本公園清掃奉仕予定 ＊千本公園八角池前集合
	 （4月・6月・10月の第1日曜日、12月の第2日曜日）
　	 4月	 3日（日）　午前	9：00	より
　	 6月	 5日（日）　午前	9：00	より
　10月	 2日（日）　午前	9：00	より
　12月11日（日）　午前	9：00	より
　＊子守唄歌碑の確認
　＊沼津ＲＣ社会奉仕委員会・ＩＡＣとの合同事業開催
２） 緑化推進協議会や千本公園に関係のある各種公

的団体の事業に協力する。
３） 千本公園や千本松原に関する提言を当局に適宜

行う。
４） 千本公園や千本松原に関する卓話をＲＣなどに

行う。

＊ 当日はあいにくの天気で、総会のみの実施となりま
した。総会参加者の皆様、お疲れさまでした。

参加者　細澤君、奥村君、大村君、峯尾君、山口君、
實石君、渡邊（洋）君、森藤君、大友君、積君、石渡君、
内田君、服部君、向坂君、峯村君、吉野君、白壁君、
清君、野際君、村上君、東君、積邦子様、深瀬和彦様、
事務局鈴木様

千本をよくする会
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　みなさんこんにちは。先週の日曜日に清幹事と伊東ロ
ータリークラブ創立60周年記念式典に出席してまいりま
した。『鼓動』誕生から現在へ「そして未来への伝承」をテ
ーマに行われました。姉妹クラブの台北中央ロータリー
クラブと大阪南ロータリークラブが参加し、60周年記念
ゴルフコンペを実施したこともあり、式典は夕方からの
開催となりました。創立は1956年1月、創立時会員数は
24名、40周年時には74名、現在の会員数は35名で女
性会員が1名とのことです。沼津クラブとしては3番目の
スポンサークラブです。記念事業としては、伊東小室桜
100年咲かそうプロジェクトの一環として、台北中央ロ
ータリークラブとの共同記念事業として、伊東市に伊東
小室桜植樹と記念石碑の設置。地域の青少年育成プロ
ジェクトとして、伊東地区ボーイスカウト・伊東市少年少
女合唱団・熱海高校エイサー部に助成金。人材応援プ
ロジェクトとして、ロータリー財団・米山記念奨学会に
特別寄付されたとのことでした。子クラブでもある伊東
西ロータリークラブ42名も出席されました。スポンサー
クラブということで、メインテーブルに席を設けていただ
きました。野口ガバナー、山本伊東ロータリークラブ会長、	
張永昌台北中央ロータリークラブ会長と同夫人、そして
黄其光ＲＩ前会長と同じテーブルでしたので大変緊張い
たしましたが、張永昌会長は日本語がご堪能なので日本
語でお話しさせていただくことができ、安心しました。黄
其光ＲＩ前会長のスピーチは、中国語でお話しになられ
ました。公式でのスピーチを中国語で話されたのは初め
てとのことで、大変楽しそうにスピーチをされておられま
した。野口ガバナーからも国際大会出席のお礼をいただ
き、大変記憶に残る盛大な60周年記念式典となりました。
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結婚記念日　石渡　保宣君、渡邉　雅昭君

4月15日（金）
　地区研修・協議会報告①
	 次年度委員長

服部君…勝呂先生にお世話になりました。ありがとうご
ざいました。
石川（秀）君…4/3の千本のお掃除は、所用のため欠席
させていただきます。ごめんなさい。
石渡君…杉山哲男先生に姉の件で大変お世話になりま
した。
峯村君…4/6研修旅行があります。時間確認の上、よろ
しくお願いします。
森藤君…皆様のご協力でＲＩ会長賞基準をクリアいたし
ました。ありがとうございます。事務局の鈴木さんにも
大変協力をいただきました。
奥村君…4/3（日）は千本をよくする会の清掃と総会です。
雨天の場合は総会のみです。多分降らないでしょう。
向坂君…色々ありました……。
渡邉（雅）君…孫の引っ越しで千本清掃を欠席します。
渡邊（洋）君・峯村君…森藤会長に参加していただき、
Ｃ・Ｆテーブル会を合同で3/25に開催しました。あり
がとうございました。
山本君…すみません、来週やんごとなき事情で例会を
欠席します。

１ ．例会変更のお知らせ
　新　富　士…4/12（火）は夜間例会	新旧委員長会議
　長　　　泉…4/13（水）は夜間例会
　　　　　　　4/27（水）は4/22（金）早朝例会
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のお知らせ
　⇒	9:00〜 千本清掃（千本公園八角池前集合）、
　　9:45〜 総会（千本プラザ中会議室）
３ ．4/6（水）日帰り研修親睦旅行
　⇒18名参加予定・詳細を参加者のみポストイン。
４ ．4/15（金）第3回被選理事会のご案内⇒該当者に
のみポストイン・日程調整をお願いします。
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　沼津ＲＣの皆様こんにちは。私は、沼津の香貫山の
ふもとで恵季工房ペルルという洋菓子店の代表を務め
ております、米野博英と申します。この度は、沼津ＲＣ
の会員であります、京丸うなぎ㈱社長の塚本様とのご縁
で卓話のお話をいただき、本日皆様の前に立たせてい
ただいております。伝統ある沼津ＲＣの皆様は常にこの
地域を引っ張っておられるまさにリーダー中のリーダー
だと存じております。そして、そんな大変お忙しい中、
このようなお時間を頂戴しまして、大変感謝しております。
　まずは、私の簡単な自己紹介をさせていただきます。
職業は、パティシエです。28年目になります。生まれも
育ちも沼津の香貫です。S46/3/22生まれで先日45歳
になりました。お店は、2002年の4月にオープンしまして
今年で丸14年になります。妻と、4月より高2、高1、小5、
幼稚園に入園する子供が4人の6人家族でございます。
　パティシエという言葉がメジャーになってまだ15年く
らいだと思います。そもそも、お菓子製造者を意味する、
フランス語の男性名詞で、女性名詞をパティシエール
と呼んでいます。以前は、ケーキ職人と呼んでいました。
ドラマ、メディアで華 し々い役を有名俳優さんや女優さ
んが演じ、また、スイーツという言葉と共に知られる存
在となりました。小学生、中学生のなりたい職業では、
必ず上位ベスト3には入っております。しかし現実はとて
も離職率が高い職種でもあります。いわゆる理想と現実
の「そんなはずではなかった」というものだと思います。
我々は、せっかくの夢を現実のものにしてあげたい。職
場体験の受け入れや、職業講話や食育の授業などを行
い、地域の若い子供にやりがいや大変さの真実を伝え
る役目も担っております。昨今のコンビニエンスストア
のスイーツ開発の進歩、ネット社会での販売など、我々
街場のお菓子屋さんをとりまく環境など変化していくスピ
ードは凄まじいです。
　しかしながら、逆にピンチはチャンスで、小さい店で

しかできない鮮度感、五感を刺激する店舗運営をして
行きたいと考えております。人材不足も深刻です。従業
員満足も、非常に大切だと痛感します。
　私のお店の理念である、「優しさ、笑顔、感動」をテ
ーマに、これからもブレることなく、地域社会に貢献し
ていきたいと思っております。

◦第53回総会　2016.4.3（日）
　平成27年度事業報告、収支決算報告、平成28年度
事業計画、収支予算書が報告・承認されました。次年度
の事業計画は、以下のようになっています。
１ ）千本公園清掃奉仕予定 ＊千本公園八角池前集合
	 （4月・6月・10月の第1日曜日、12月の第2日曜日）
　	 4月	 3日（日）　午前	9：00	より
　	 6月	 5日（日）　午前	9：00	より
　10月	 2日（日）　午前	9：00	より
　12月11日（日）　午前	9：00	より
　＊子守唄歌碑の確認
　＊沼津ＲＣ社会奉仕委員会・ＩＡＣとの合同事業開催
２） 緑化推進協議会や千本公園に関係のある各種公

的団体の事業に協力する。
３） 千本公園や千本松原に関する提言を当局に適宜

行う。
４） 千本公園や千本松原に関する卓話をＲＣなどに

行う。

＊ 当日はあいにくの天気で、総会のみの実施となりま
した。総会参加者の皆様、お疲れさまでした。

参加者　細澤君、奥村君、大村君、峯尾君、山口君、
實石君、渡邊（洋）君、森藤君、大友君、積君、石渡君、
内田君、服部君、向坂君、峯村君、吉野君、白壁君、
清君、野際君、村上君、東君、積邦子様、深瀬和彦様、
事務局鈴木様

千本をよくする会


