
第 2593回例会

≪司 会≫  杉田至弘 君

≪合 唱》  「君が代」「奉仕の理想」

≪ BGM≫   Blue Train

≪ゲス ト》  なし

≪ビジター≫ なし

≪本日のお祝い≫

お誕生 日

11月 4日 小野高史 君

(」ohn Coltrane)

結婚記念 日

H月 1日 上田直弘 君

11月 7日 杉山明喜雄 君

≪会長挨拶要旨≫

皆 さんこんにちは先週はGSEの 受入れ と職場見

学が重なり大変忙 しいスケジュールでした。

GSEの 受入れについては、月曜 日の歓迎会から金

曜 日の送別会迄に、スケジュールから準備をして下さ

つた杉田幹事 。新間副幹事 。望月先生、御案内をして

頂いた川崎さん、急速ホス トファミリーの代役をお引

受け頂いた曽根正弘さん本当にありがとうございまし

た。静岡県立大学、静岡こども病院、静岡中央卸売市

場、登呂遺跡、三菱電機、焼津 ロータリー例会出席

静岡新聞社・静岡放送の見学と凄 く中身の濃い内容で

GSEの 皆さんも満足されたと思います。

職場見学会 も東名の集 中工事を避 けて 日程を組み

直したために、GSEの 受入れと重なり18人の参加で

したが自衛隊とキリンシニグラム御殿場工場の見学と

い うことで上田会員。大角会員にお世話になりました。

ありがとうございました。

私はこの間、岡山の平喜酒造で日野皓正さんを招い

て恒例の酒蔵コンサー トを開催 し、静鉄ス トアさんの

業者会で台湾へ出かけましたので二つの行事共に失礼

致 しました。

平成 24年 11月 1日 天候 晴

さて、本 日は少 し私共の会社の新プロジェク トを紹

介させて下さい。
「お酒の平喜」の起源は明治の初頭にそれまでに江

戸時代から続いていた米問屋の 「平島屋」から、戸塚

喜平が掛川市にて日本酒の製造を始めたところにあり

ます。

静岡県内では戦前から掛川市仁藤、静岡市稲川にて

県外では岡山県と満州国にて清酒醸造を手掛けました

が、敗戦により全てを失いました。

戦後は、昭和 22年に掛川市にて遠州酒造を、昭和

28年 には岡山県にて鳴方酒造場を、昭和 37年 には静

岡市羽鳥にて平和酒造場を開設 しましたが、昭和 42

年に岡山県鳴方に平喜酒造株式会社を設立しそこに生

産拠′点を統合 し、規模を拡大 して昭和 63年には四季醸

造の新工場を稼働 させました。岡山県は酒造好適米も

水も豊富で、気候も酒造 りに適 していたからです。

静岡県内は酒・食品の卸売業の株式会社平喜として

メーカーから仕入れて多様な小売業に卸売をする地元

の企業として発展して来ました。

しか し今 日では 日本酒 も 「地産地消」が求められ

温暖な静岡県でも温度管理をしながら高品質な日本酒

が醸造されています。そこで、この度従来からの岡山

県の酒蔵は近代的な四季醸造の工場 として稼働 させな

がら、静岡市に静岡平喜酒造株式会社を設立し手造 り

による高品質な日本酒の醸造を目指す事と致しました。

29日 (月 )に は保健所 と税務署の立会検査も行われま

したので、年内には酒造 りが出来ると思います。

皆様方に早 く新酒 を呑んで頂けるように努めます

ので宜しくお願い致します。

≪会員卓話≫

「ロータリー財団月間にちなんで」

澤野線一郎 君

ロータリー財団とい うと、これまではGSE、 留学

生のお世話がメインでしたが、来年度からは大きく変



わります。①平和と紛争

予防・紛争解決②疾病予

防と治療③水と衛生設備

④母子の健康⑤基本的教

育と識字率向上⑥経済と

地域社会の発展 の 6つ
の重点分野を中心に活動してまいります。

≪新会員卓話≫ 多賀洋 君 (ALSOK)
オリンピックでは当社

女子 レス リングの吉 田

伊調にご声援を有難 うご

ざいました。ALSOK
では、CSR活 動の一環

として 「ALSOKあ ん

しん教室」を展開してい

ます。静岡県では昨年度 240回のあんしん教室を開催

しました。

≪くらく会≫ 平成 24年 10月 23日 (火 )

兼題 :「秋高し」「新米」他当季雑詠

第 1席 青深き空に雁鳴く秋高し   永島英器
ローカル線一人待つ駅秋高 し 今井富子

第 2席 人は人われ進む道秋高し   竹内弘毅

紅葉の先に自富士秋高し   永島英器

秋高し案山子の夢に赤 とんぼ 渡辺陽夫

≪スマイル報告≫

由利浩志 君   結婚記念 日のお花有難 うございま

(超大口)  した。 8月 に続き、10月 19～ 21日

北海道に行つてきました。紅葉を楽 し

みにしてお りましたが、今年はもう一

つとのこと。秋がなく、夏から冬でし

た。出発の静岡空港機内で串山会員に

バッタリ。

戸塚敦夫 君   静岡平喜酒造株式会社を設立し、本
(超大国)  日、静岡税務署にて 「清酒製造免許」

をいただきました。年末には初 しぼり

の日本酒を呑んでいただけます。感謝

してスヤイルします。
´

また、大村幸代さんの島田大井川マ

ラソンNET5時 間以内の快走にも

敬意を表 してスマイルいたします。

杉山明喜雄 君  誕生 日プレゼン ト、そして結婚記念

(大 日)   日のお花、有難 うございました。妻も

とても喜んでお ります。感謝 してスマ

イル します。

カ リフォルニアからのGSEメ ン

バー 5名 が県立短大、こども病院、魚

佐野哲一 君

宮川 辛巴君

大村幸代 君

上田直弘 君

大角普朗 君

永島英器 君

市場、三菱電機などの研修を無事終了

し、大変満足し、浜松地区に出発 しま

した。アテン ドなどご協力いただいた

会員、関係者の方に感謝 してスマイル

します。

私の心を知つてか涙雨。雨で絶景は

無になりましたが、久能山東照宮で挙

式、日本平ホテルで披露宴。泣かされ

ました。末娘が嫁ぐ日に。

結婚記念 日のお花、有難 うございま

した。星霜重ね半世紀、もはや霞の彼

方の出来事です。「あの頃も 秋名菊

は ひつそ りと」
「ハー ドルは高いからこそ超えてみ

たい」とい う魅力的な言葉にうつか り

その気になり、生まれて初めて島田大

井川マラソン走つてしまいました。最

後の 10キ ロの長かつたこと。。。

10月 25日 開催の職場見学会には

18名 の会員の皆様に参加いただき有

難 うございました。陸上自衛隊駒門駐

屯地、キリンディスティラリーの見

学、いかがでしたでしょうか ?戸塚会

長、大角会員には大量のお酒の差 し入

れをしていただき、誠に有難 うござい

ました。参加 された皆様に喜んでいた

だきました。11月 1日 は結婚記念 日

お花をいただけるとのこと、誠に有難

うございます。感謝 してスマイル しま

す。

先週の職場見学会にてキリンディ

スティラリー富士御殿場蒸留所にお

越 しいただき有難 うございました。工

場長以下、皆様の来場に大変喜んでお

りました。皆様に感謝 してスマイル し

ます。

本 日夜 7時市民文化会館で、柔道の

日本代表監督篠原信一氏の講演会を

開催 します。本 日まさに辞任報道が流

れ注 目度がアップ。お時間ある方はお

越 しください。結婚記念のお礼 とあわ

せ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

11/1 56(54)

10/18 56(53) 7 9 83.02%

10/11 55(52) 5 5 90.38%
杉 田至弘 君


