
麗澤キャンパスプラザでの私の年度の例会

は今日が 後となりました。後は交替式を残

すのみです。

心残りは、例会前ゴルフが一度目は雪、二

度目は雨で中止になってしまった事です。

引き続き櫻井年度でも企画して頂けたらと思っ

ています。

理事会の承認を頂き、会員の皆様へも周知

させて頂いた塚原様の入会が決まりました。

入会式は交替式になってしまいますが、何と

か純増で櫻井年度へバトンを渡すことが出来

そうです。

４月に入会した森三枝会員の卓話の中で昆

布・鰹のお出汁を頂きました。子供の頃鰹節

を作った事を懐かしく思い出しました。

化学調味料とは別物の良いお味でした。

ありがとうございました。
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四つのテスト
言行はこれに照らしてから

１ 真実かどうか
２ みんなに公平か
３ 好意と友情を深めるか
４ みんなのためになるかどうか
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例会欠席の場合は前週金曜日までに必ず事務局へ

連絡をお願いします。 こちらのメールアドレスへ

ご一報ください。

kmrc@kashiwaminami.rid2790.org
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ロータリーの行動規範

ロータリアンとして、 私は以下のように行動する。

１．個人として、また事業において、 高潔さと、高い倫理基準をもって 行動する。

２．取引のすべてにおいて公正に努め、 相手とその職業に対して尊重の念をもって接する。

３．自分の職業スキルを生かして、 若い人々の質を高める。

４．ロータリーやほかのロータリアン の評判を落とすような言動は避ける。
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浅野 了 浅野 繁 荒木知太朗 池田 孝 井畑和士
今井 昇 大内 啓 岡田勝久 岡田尚子 片岡達生
小髙 潔 小林義和 小林 亘 斎藤由紀 櫻井好美
關口和行 園邊 哲 高橋 薫 竹村隆一郎 妻島不三二
鴇田和之 戸部謹爾 友野俊政 中島恵里 仲原一郎
猫田岳治 服部秀雄 福田理佳 古谷桂子 宮 寛
宮本邦雄 森 秀樹 森 三枝 八木和男 山川真哉
山口修代 山崎康弘 山本昭彦 吉川末満 米谷昌紀

出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席免除
ｹﾞｽﾄ 溜川良次様
ｹﾞｽﾄ
ｹﾞｽﾄ
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お祝い事お祝い事

６月

会員誕生日

６月

会員誕生日

委員会報告委員会報告

櫻井年度親睦委員会委員長 池田孝会員

誕生日プレゼントのアンケートをファクスでお送りしています。

ご回答よろしくお願いいたします。

櫻井年度親睦委員会委員長 池田孝会員

誕生日プレゼントのアンケートをファクスでお送りしています。

ご回答よろしくお願いいたします。

米山記念奨学会委員長 今井昇会員

特別寄付について皆様にお声がけをさせていただいておりました。

おかげさまで目標を達成できました。

ご協力、ありがとうございました。
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本日のゲスト本日のゲスト

国際ロータリー第2790地区

第11グループ ガバナー補佐

溜川良次様がお越しください

ました。

一年間、お世話になりました。
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＜本日の卓話＞ 森三枝会員

幹事報告

皆さんこんにちは。

４月に入会いたしました森 三枝と申します。

流山市に、両親と私と３人で、父は１２年前

に他界し今は母と二人で暮らしています。

趣味は特になく、 近は家庭菜園を少しだけ

やっています。今の季節は、カブ、トマト、

ナス、きゅうり、インゲンを栽培しています。

初は母の健康と、ぼけ防止のために始めた

のですが、年々「腰が痛い、足が痛い」と言

いやらなくなってきて、いつの間にか私がす

ることになりました。育ててみると、日々成

長し実がなり、今は楽しんでいます。たくさ

ん収穫できた時は、皆さんにも食べていただ

ければと思います。

生まれたのは１９６２年２月１１日。千葉

県柏市で３３００グラムで産声をあげました。

歩行器に隙間ができないくらいデブっちょで、

祖母は、「将来は相撲取りにするしかない」

などど言っていたようです。

名前は、父方の伯母が名付け親で、姓名判断

の字画数で森に三本の枝です。伯母は、森に

千の枝に子が付きます。子が付くと未亡人に

なる画数だそうで、私には子をつけていない

と話してくれたことがありますが、その前に

結婚することもなく現在過ごしています。

（伯母は結婚し未亡人になり実家に帰ってき

ました。）

地元の幼稚園、小、中学校を卒業後高校に

進学し、卒業後は調理師学校に入学、調理師

免許を取得。卒業後は上島コーヒー（UCCコー

ヒー）に就職しました。

今は閉店してしまいましたが、そごうの紳士

服売り場の中央にあったカフェプラザで働い

ていました。二十歳の頃です。

ちょうどその頃、祖母が亡くなり家業を継

いでいた伯母の会社で働く話が持ち上がりま

した。当時、喫茶店をやりたかった夢があっ

た私は、３年間拒みつづけましたので、家に

帰ると毎日のように父と言い争いになりまし

た。母の後押しもあり、夢は先に延ばすこと

にし勤め始めました。

家業は、祖父が徳島県鳴門市出身で農家の

次男坊として生まれ、当時は、長男が後を継

ぐ時代でしたので生計を立てるため大正時代

東京に出てきて若芽屋を始めたのが 初です。

関東大震災、東京大空襲と被害を受け、祖父

と叔父（長男）の死により、今の流山に祖母

と伯母と父が移住して、伯母が家業の若芽屋

を継ぐことになりました。

神田青果市場場外に出店、昭和４３年に柏

市公設卸売市場が開設され出店と同時に有限

会社千代田海藻店を創立。若芽、昆布、鰹節

などの乾物類を販売。２３歳から勤めました。

家では、某化学調味料でだしをとっていて、

市場に務めるようになり初めて昆布と鰹節で

とっただしを体験しました。

昆布は北海道が主な生産地で、北前船により

日本海沿岸沿いの各地に運ばれたため、関西

地方では欠かせない食材ですが、関東では近

年になってから使われるようになりました。

鰹節の主な産地は鹿児島枕崎、焼津でカビ付

け天日干しを繰り返し、枯れ鰹節ができます。

これからの季節はそうめんなどを食べる機

会が多くなると思います。ご家庭でも試して

戴けると、より一層おいしく食べていただけ

ると思います。

●６月 ロータリーレート 1ドル＝11０円

●出欠連絡 金曜日以降は出席委員会（片岡

委員長）へ連絡ください

●マイロータリー アカウント登録をお願い

します

※スマートフォン、タブレットでも出来ます

●櫻井年度 お祝い記念品のアンケートがFAX

で流れています。

早めにご返信をお願いします

（※タオル刺繍は人名程度の文字数が入りま

す）

●櫻井年度より、クラブの公式メールアドレ

スが下記に変更となります。

旧アドレスは使われなくなります。

ご注意ください。

「kmrc@kashiwaminami.rid2790.org」

●【回覧】

・米山梅吉記念館 創立５０周年記念式典開

催のご案内

・希望の風奨学金「風の便り」

・ホノルル国際大会 Q＆A

今後の予定

6月18日（火） 任意休会

6月25日（火） 交替式 ハート柏迎賓館

18：00点鐘

※柏駅東口企業バス乗り場より

１７：２０発のバスに乗れば間に合います

８月６日（火） 櫻井年度 納涼例会予定

市場に勤める様になり、普段目にする事の

なかった食材に出会いました。食に興味を持

ち始めたのがきっかけで、１２年前から柏駅

東口で居酒屋を始めました。

卸売りの仕事の方は、取締役を務めていた

伯母が７年前に認知症を発症した事により、

思い切って４年前に市場から撤退し、流山の

自宅の方で加工、販売をしています。

クラブに入ろうと思ったきっかけは、両親

よりも身近にいて様々な事を教えてくれた伯

母が昨年夏に他界したことです。

周りの環境が変化していく中で、自分自身も

変わらなければ先に進むことはできないと思っ

ていたところ、先輩よりクラブへの誘いをい

ただきまして、一歩踏み出す決心をいたしま

した。

今後ともご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願い

いたします。

卓話の中で昆布と鰹のおだしを紹介してくださいました

本日の卓話

森三枝会員


