
第 2608回例会

≪司 会≫  杉田至弘 君

《合 唱≫  「手に手つないで」

「静岡東ロータリー」

≪BGM≫   ハンガリー田園幻想曲

ドツプラー作曲

ジャン・ピエール・ランパル

≪ゲス ト≫ 静岡県鮨商生活衛生同業組合

理事長 豊嶋 武 氏

≪ビジター≫ なし

≪本日のお祝い》

お誕生 日

3月 3日  佐野哲一 君

結婚記念 日

3月 3日 森下登志美 君

《会長挨拶要旨≫

本 国は静岡県の御鮨の組合の豊嶋理事長さんの卓話

を聴 くことが出来ます楽 しみにして下さい。

さて、安倍内閣は 日米首脳会議の結果を踏まえて
「日米同盟の再構築 と強化」、「TPP協定交渉への参加

表明」、「日銀正副人事の決定」と矢継ぎ早に 「アベノ

ミクス」の政策を推進 しています。市場も、マスコミ

も、世論調査の結果も概ね安倍首相の強い リーダーシ

ップに対 して期待感 も込めて好意的です。内容の是非

は議論のあるところと思いますが、今後の展開に注 目

したいと思います。

24日 の日曜 日に第 7回の東京マラソンを走つて来

ました。 日本ではマラソンも駅伝も昔から人気のある

競技ですが、今 日の様に一般市民が健康や趣味のため

に幅広く楽 しむようになつたのはつい最近のことだと

思います。私自身も 40歳代までは家族でテニスを楽

しみ、50歳になって息子たちが大学へ行つてから健康

管理のために始めたジョギングがきっかけでマラソン

を始めました。

以前の国内マラソン大会は制限時間 5時間が多 く

平 成 25年 2月 28日  天候 晴

きちんと練習をしていないランナーには参加 しにくか

ったのですが、時間制限無 しのホノルルマラソンが観

光客に人気があることから、東京マラソンが 7時間の

制限時間となりその後は続々と制限時間の長い市民大

会が誕生したのが現在のマラソンブームを作 り上げて

います。東京マラソンでは、 2時間数分で走る トップ

ランナーから歩いてゴールする仮装ランナーに至るま

で 36000人が完走率 96%で走 り、行政 。企業・市民

や医師会等のボランティア・沿道の応援者等が大会運

営を支えてくれています。猪瀬東京都知事が昨年はラ

ンナーとして参加 して 6時間 40分で完走し、今年は

開会式の挨拶とスターターをこなして、10b地点でラ

ンナーとハイタッチをして、夕方には最終ランナーを

出迎えるとい う活躍で同時にオ リンピック招致を訴え

ていました。国際色豊かな大会を観るにつけ東京の情

報発信力の強さを感 じさせる大イベン トですね。

ロータリークラブのイベン トも「食べ歩き会」「市内

クラブ合同例会」「麻畑川清掃活動」「PETS」 「親睦ゴ

ルフ会」「観桜会」「地区協議会」と3月 から4月 にか

けては様々です。皆様お忙 しい時期 とは思いますが

それぞれのご都合に合わせてご参加頂き、クラブ内の

交流を深めて頂ければ何よりです。

≪来賓卓話》

「私と寿司業」

静岡県鮨商生活衛生同業組合

武 氏

寿し幸 社長の豊鳴で

す。昔は大将と呼ばれて

おりましたが、今は社長

と呼ばれています。寿司

屋のおやじはどちらかと

いうと大将と呼ばれたほ

うが落ち着 くのですが

最近はようやく慣れてき

ました。

寿司屋のカウンターの中ではお客様となんでもお話

をすることはできるのですが、このような場所でお話

理事長 豊嶋



をするとなると、人間が変わってしまったかのように

緊張しています。

神野さんから頂いたご質問についてですが、寿司屋

で座る場所はどこでもよろしいですが、当店でいいま

す とカウンターに板前が 4人並んでお ります。手前と

奥はベテランですが、真中は見習い中の者です。見習

い中の前に坐っていただくと、彼 らは大変喜びます し

見習ぃはお客様を前に緊張して、ネタを少 し厚 く切る

ことがあり得をします。

食べる順序ですが、とくに決まりはありません。 自

分の好きなものから食べて頂いて結構です。但 し、ア

ナゴの後に自身を食べ られるのは、自身が死んでしま

いますのでお勧めしません。また、 トロばかりを食ベ

られると親方の顔が徐々に緊張してきます。 とい うの

は、 トロは貴重で仕入値が高いですが、売値には限界

があるので粗和lが少ないからです。

開業以来 45年が経ちました。企業の平均寿命が 30

年 と言われているので、よく45年 ももつたなと感心し

ています。今は息子夫婦が店の中心となって頑張って

くれています。

私は昭和 16年生まれの 71才です。まだまだ若いと

思つてお りましたが、70才 を過ぎると残 りの人生をど

のように生きていこうかと考えています。 自分の楽 し

みのために生きていくのか、または、社会への恩返 し

をしていくかと考えましたが、後者のために生きてい

くことが′い穏やかな人生を過ごすことにつながるだろ

うと考えております。

組合では理事長を 10年近く務めてお ります。長い不

況と社会の変化、食生活の変化に見舞われまして、組

合員の減少が続いてお ります。多いときは 800件 あり

ましたが、現在は 227件です。将来の寿司屋業を心配

してお ります。

しかし、こんな時代だからこそ益々独創的な営業が

大切であり、ある意味や りがいのある仕事だと思つて

います。以前は暖簾を出せば何もしなくてもお客様が

入つてきていらっしゃいましたが、今は、知恵 と工夫

が大切になってお ります。寿司の技術の向上と、接客

やサービス等人間力の向上が大切であります。

廃業する殆 どの原因は後継者がいないことですが

幸いなことに私ども組合に数年前から青年部ができま

した。技術の向上や料理の勉強に積極的に取 り組んで

くれています。組合も会社も後継者の育成に尽 くすこ

とが大切なことになってきています。
「静岡鮨商新聞」にありますように、昨年若い寿司

職人たちを集めて 「技術講習会」を開きました。その

時は笹切 りの勉強をしました。また、「後継者育成支援

事業」として焼津水産高等学校で、学生を前にす しの

講習をおこないました。後で頂いたお礼で分かつたの

ですが、驚 くことに、回転寿司以外の寿司を始めて食
べたとい う人がほとんどでした。これからは、私ども

寿司屋がいかにお客様を回転寿司から取り戻すか、し

つかり取 り組んでいかなければいけないなと改めて感

じました。 しかし、 うれ しいことに、学生の中に寿司

屋になりたいと言つてくれた人が 2, 3人いました。

私は寿司屋になる前には三菱電機に勤めてお りまし

た。 しかし、長男は体が弱く、次男の私が親の面倒を

見ることになり、何か手に職をつけようと思い、寿司

屋を目指すことにしました。上司も親も反対 しました。

漆塗 りの職人であつた父の背中を見て育ったことも

寿司職人を目指す決意をすることに影響を与えたと思

います。 しかし、大変恵まれた三菱電機の職場に比ベ

ると、給料は半分にな り、休みはない とい うことで

世界の違いに驚きました。 しかし、寿司職人になると

い う目標を持つていたことがよかったと思つています。

45年やつてきました。これからなお一層、息子を含

めて若い者を育てていくことと、組合の運営に務めて

いきたいと考えてお ります。

≪スマイル報告≫

神野 一成 君   本 日寿 し幸の豊嶋さんを卓話にお

迎えできたことに感謝 してスマイル

します。

戸塚 敦雄 君   リコージャパン株式会社の鈴木寿

人さんの入会に感謝 してスマイル し

ます。東京マラソンは残念ながら4時

間を 9秒オーバーしてしまいました。

会長を卒業 したら3時間台で走 りま

す。

中村 孝則 君  2年 間 とい う短い時間ではあ りまし

たが、皆様に本当に親切にして頂き、

感謝致 します。3月 1日 付で名古屋支

店営業部所属となり、残念ではありま

すがお別れです。後任は 6月 入会の予

定です。私同様宜 しくお願い致 しま

す。

大角 晋朗 君   平素より大変お世話になってお り

ます豊嶋理事長様の卓話をお問きす

ることができましたことに感謝 して

スマイルいたします。

永島 英器 君   全 くの社内事で恐縮ですが、2月 の

保険月で、静岡支社が目標達成率で全

国 1位になりました。お客様 と働 く仲

間に感謝 してスマイル します。

森下登志美 君  結婚記念 日のお花あ りがとうござ

います。今年で結婚 22周年を迎える

ことができました。感謝を込めてスマ

イルさせていただきます。

《出席報告》
会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

2/28 57(54)

57(54)

56(52) 6 88 46%


