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ガバナー公式訪問 委員会方針発表

ガバナー御一行様

会　長　の　時　間
  清水  康弘    会長
　今日は佐竹ガバナーの
HP検索内容をお話します。
　京都の老舗料亭10代
目（300年の歴史）との事
で、私が勝手に思い描い

ていた「老舗料亭で何不自由なく歩んできた人生」
とは全く違いました。「京都の老舗料亭「美濃吉」9
代目当主の長男として誕生する。 250年以上の歴
史がある「美濃吉」の調理場にもっとも幼くして立
った少年は、立命館大学出身後、アメリカ/サンフラ
ンシスコに留学。 ホテル・レストランカレッジにて、
サービスやマネジメントを修得する。 帰国後、米国
のフード産業を参考に、巨大チェーンを目標にファ
ミリーレストランを立ち上げるが、1990年に入り改
めて質への転換を進め、20世紀最後の料亭「竹茂
楼」を1992年に父と共にオープンする。 2012年
の6月まで、日本フード協会の会長をはじめ、数多く
の要職に就き、大所高所から京料理や日本の食文
化の発展に寄与している。」となっていました。調べ
ていくと８代目の時、戦争の悪化の為Ｓ19年にい
ったん廃業し、Ｓ24年に再開したそうですが、さす
がの「美濃吉」でもなかなか客足が戻らなかったそ
うです。
　そんな中9代目はあまり料亭の経営には興味が
なかったのか、京都大学卒・東京大学卒・通産省入
省、その後8代目の急死によって京都には戻ったも
のの通産省の肝いりで阪神百貨店に入り二足のわ
らじを履いていたそうです。そんな中、阪神百貨店
の目玉として飲食店が集まった「のれん街」を企画
したところ土壇場で１店のキャンセルが出て、百貨
店の社長にお前のところの店を出したらどうだと言
われたそうです。ところが当時は百貨店と言っても
ステータスはなく、京都の老舗が出店するなど許さ
れないこと、８代目女将には「のれんが泣く」と大
反対をされたけれどそれを説き伏せて出店したと

幹　事　報　告

出席率72．09％
鯖江商工会議所４階大ホール

伴奏：笠原美恵子さん

ガバナー
　佐竹　力總　様
ガバナー補佐
　小林　和美　様
随行者
　三好　正晃　様

ころ「美濃吉」は大ブレークしたそうです。利益が出
すぎてパートのおばさんまで連れてハワイへ慰安
旅行に行ったそうです。これを皮切りに百貨店に出
店するようになったが肝心の本店は赤字続きのま
までした。
　そこでS42年、「料亭は古い。これからはフードサ
ービスの時代だ」ということで料亭美濃吉を「伝統
的な京料理をお手軽に」と「民芸お食事処美濃吉」
と業態を変えたところ大ヒット。当時立命館大学の
学生だった10代目は卒業後、先進的なサービスと
マネジメントを学ぶためにサンフランシスコ市立
大学のホテル・レストラン学部にて勉強をされて美
濃吉に入社されたそうです。
　その後プロフィールで紹介したようにファミレス
チェーンを成功させますが、本業にも業態疲労が
表れ始めてきました。その時本店を大改装して料
亭に戻すという決断をし、9代目と10代目夫婦が不
思議に三位一体となりました。京料理の大衆化が
「民芸お食事処 美濃吉」の役割だったとすれば今
度はその逆をすることになる危険な賭けでもあり
ます。本店を「京懐石 美濃吉本店 竹茂楼」に改装
するのに１年半、総工費25億円という社運を賭け
た投資であったそうです。ところが完成した時には
バブルが崩壊、波乱のオープンとなってしまったそ
うです。しかし心配をよそに全国から「これが美濃
吉の本店か」と客が一斉に訪れたので「この時はの
れんの力をまざまざと見せつけられた」と思われた
そうです。この話を読んで、「攻めていかないとのれ
んは守れない」ということを改めて感じました。

前  田   清  彦　様
まなびの館 館長

「（仮題）知られざる鯖江の先人
                         砂村新左衛門」

酒井　雅憲　幹事
①食事のあと、13時5分頃
より佐竹ガバナーよりガバ
ナーアドレスを頂戴します。
②例会終了後、記念写真
を撮りますので、会場に残

っていただきますようお願いします。③来週の例会
は、各委員会の方針発表をしていただきます。

ガバナーアドレス
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結婚祝 誕生祝

第2650地区  ガバナーアドレス　　佐　竹　力　總　  様　
2019-20年度  ガバナー

齋藤多久馬　会員
佐野　直美　会員
小山　俊明　会員

勤続表彰

武内　隆敏　会員

大久保　衛　会員
川手　博明　会員
川上　勝義　会員

佐野直美
　前出席
　委員長

大島恒彦
　親睦
　委員長

委　員　会　報　告

清水　康弘　会員
酒井　雅憲　会員
孝久　治宏　会員
増永　英彦　会員
野中　敏昭　会員
窪田　健一　会員
小淵　洋治　会員
岩尾　顕治　会員
木村　明　　会員

笠原　昌示　会員
牧野　友美　会員
笹尾　昌敬　会員
野呂　和夫　会員

佐竹ガバナーをお迎えして

　

        ガバナー　佐竹　力總　様
ガバナー補佐　小林　和美　様
       副幹事長　三好　正晃　様

自祝金として

〃

〃

清水　康弘　会長　方針発表
　『心で繋がろう』
基本方針
　我が鯖江ロータリークラブは本年６０周年を迎える伝統のあるクラブで
す。
２０１８年１月には、鯖江北ロータリークラブと合併し、再スタートを切り
ました。
　

帰山　明朗　会員
　鯖江商工会議所青年部 創立40周年記念事業
として「橋下徹氏講演会」を令和元年8月4日(日)
午後2時～鯖江市文化センターに於きまして開催
いたします。詳細はチラシをご覧ください。チケッ
トは商工会議所1階の事務局・私・榊原会員にお
声掛けください。
　森家　亮　青少年奉仕委員長
　只今、鯖江ローターアクトの会員は3名となっ
ております。皆様方が知っている20歳～30歳の
方がおられましたら、お分けします名簿票にお名
前をご記入いただき、私の方に出していただきま

すようよろしくお願いします。また、青年会議所主催で、「暮らしと社会保
障制度」についての講演会を7月15日（祝・月）14：00～16：00鯖江市嚮
陽会館に於いて行われます。こちらのチラシも名簿と一緒にお配りいた
しますので、どうぞご参加くださいますようお願いします。

佐野　直美　会員
齋藤多久馬　会員

黒田　敏夫　会員
瀧ヶ花 秀晃　会員
小部　隆充　会員
大島　恒彦　会員
桑原　重之　会員
堀江　邦旺　会員
西尾　俊一　会員
岡本　圭子　会員
帰山　明朗　会員

〃　誕生祝を頂いて

佐竹ガバナーをお迎えして 佐竹ガバナーをお迎えして

　マーク・ダニエル・マロ―二―会長のスローガンは、
「ロータリーは世界をつなぐ」ですが、私は「伝統と革
新 世界は一つ」を掲げさせていただきました。世界は
一つですが、120万人程の会員が全世界に居られます。
それが、いろんな形で結びついているという事です。
　京都RCに入会させてもらって33年目、私がロータリ

ーを知ったのは、学生時代に弊店で駐車係をしていて、お客さんが非常に良い
車にカッコイイ大人が乗っていまして、背広にバッジが光っていました。女将（祖
母）に聞くと、日本で選ばれた人だけが入れるロータリーという会で、中々入会
出来ない所だと教えられました。その頃の車には、フェンダーの所にロータリー
マークが付いていて、必ず「ロータリーの○○です」と言って店に入ります。その
後ご縁がありまして、父が入会しました。その頃京都RCは250人の会員がいて、
クリスマス家族例会は、600人ぐらいの大パーティでした。最後に「手に手つな
いで」で、そうそうたるメンバーが1列にバァーっと並んだその時、祖母が泣いて
いるんです、「こんな素晴らしい会に入れてやっと息子が認められた」と感激して
いたのです。私がJCを40歳で卒業した時に、10年間は仕事を頑張って50歳か
らRCに入会しようと思っていたのですが、卒業したとたん京都RCの人が入会案
内に来られ「日本料理の枠（当時は1業種1人）があるけど、お前入らないなら○
○料亭を入れるぞ」と言われ、「あきまへん！私入ります」と言って入会し、お陰様
で33年間京都RCに所属しているわけです。
　京都RCは日本で5番目のクラブで、今年で94年目となります。会員が200人で
歴代ガバナーは私を含めて13人となり、千玄室さん・小谷隆一さん・堀場雅夫さ
ん・西村大治郎さん等、素晴らしいパストガバナーが居られます。京都RCは、特
に例会出席が非常に重んじられ、千玄室元RI理事は96歳ですけど例会出席
100％連続65年です。堀場雅夫さんの場合は、例会出席100％が55年でして、
亡くなる3週間前から病院でEクラブで出席をしたという伝説があります。200人
の会員の皆さんは忙しい方ばかりですが、欠席すると呼び出されます。優しい声
で「君たちなんで例会出席できないんですか？」と問われます。色々理由を言う
んですが「ばかもん！」としかられます。「当時のメイキャップは1週間しか期間が
無く、東京・名古屋・京都・大阪しかなかったので大変でしたし、仕事でロシアに
行った時は、ロシアにロータリーが無いので飛行機でスイスまで行った。今は京
都だけでもメイキャップする場所がいくらでもあるのに、何で出来んのや」と言
われたそうです。千玄室さんは本当にお忙しいし文化勲章ももらわれて、裏千家
で80万人ものお弟子さんが居られ、96歳でも半分は外国に行っています。それ

でもロータリーだけはきちっと出席・メイキャップをさ
れて居られる事を、我々は勉強させていただいてい
ます。本当に京都RCは懐が深い所で、33年間育って
まいりました。
　2016年規定審議会ですが、その時からRIと我々の
認識が違ってきまして、我々は例会出席と職業奉仕
をきちんとやっていくというのが日本ロータリーですけど、RIでは、クラブの自主
性と多様性を尊重するようになり、国際RCとの隔たりが出来ているのは事実で
す。私たちのロータリー基本は、親睦と奉仕で、その根底を支えるものは職業分
類と例会出席です。地域で業種を代表する人が自分の職業の倫理性を高めつ
つ、世の中のために奉仕する事がロータリー活動の根源だと思います。職業人
が例会を通じて、他業種と交流して自分自身の職業を高め研鑽していく事によ
って、ひいては会社を通じて奉仕するという事が原点だと思います。とは言え、
グローバル化の時代ですので、私たちは変化についていけるようにしていくの
は当たり前で、「流水無間断」流れる水は途切れることがないという事ですが、
「ここだけは守るぞ」という事がロータリーに必要なことだと思います。
　マーク・ダニエル・マロ―二―会長のテーマ「ロータリーは世界をつなぐ」＝
世界200ヵ国以上の国に3万6千以上のクラブがあり、525地区・34ゾーンで
120万人のロータリアンが居られます。我々の地区は96クラブで4千7百人です。
【会長の強調事項】①ロータリーを成長させること（会員増強）②ローターアクタ
ーにロータリークラブの未来を担う（RACのRI加盟・青少年保護危機管理）③ポ
リオ根絶を主に国連とのパートナーシップ強化（アフガニスタン・パキスタン）④
「世界を変える行動人」キャンペーンの実施（活動をSNS等でPR)
【中核的価値観】＝時代が変化しても、ロータリーで変えてはいけないもの+柔
軟性はあくまでも中核的価値観の範囲内で許されるのです。
【ロータリーの新ビジョン声明】＝私たちロータリアンは、地域社会で、そして自
分自身の中で持続可能な良い変化を生むために、人びとが手を取り合って行動
する世界を目指しています。
【国際ロータリーの使命】＝職業人として地域社会のリーダーのネットワークを
通じ、人々に奉仕し、高潔さを奨励し、世界理解、善意、平和を希求する世界最
大の人道的奉仕団体をめざすことです。
JOIN KEADERS,EXCHANGE IDEAS,TAKE ACTION=リーダーとして会員相互の
理解を深め、多様性や高潔性などロータリーの理念を学び合い、そして行動し
ましょう。


