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「Let’s Begin!」今年度のテ
ーマ

卓  話

客様、会員の皆様こんにちは
ガバナー公式訪問以来の２週間ぶ
りの例会になりますが、いかがお

過ごしだったでしょうか。
　本日より１１月　霜月晩秋の候になりました。
　三夕　は私たち日本人にとって誰にでも耳
にしたことがある、そして人によっては心象
風景として強く残っている歌かもしれません。

　さびしさはその色としもなかりけり
　　槙立つ山の秋の夕暮れ

寂蓮法師
　心なき身にもあはれは知られけり
　　　鴫立つ沢の秋の夕暮れ

西行法師

　見渡せば花も紅葉もなかりけり
　　浦の苫屋の秋の夕暮れ

藤原定家
　今さら解説も必要ないと思いますが、寂
蓮の歌は寂しさを感じるのは色や形ではない
槙（ここでは杉などの常緑樹）だけの山か
らでも同じだというもの。
　西行は、出家して俗世の感情を捨てたこと
を心なき身と謙遜して、しぎが飛び立つ秋の
夕べの情況を詠んでいます。
　そして定家はかわった手法です。たとえ花
も紅葉もないと、否定消去したとしてもその
美しい言葉の描く景色は存在し続けることを
計算に入れて、その後の荒涼とした海辺の
景色とをより深く対比させ、二つの情景がよ

お り深く秋の夕暮れの寂しさを表しています。
　今から800年以上前の新古今和歌集に撰
ばれた歌ですが、今でも私たちが感じる日本
の秋の夕暮れ時に胸に去来する物悲しさに
深く通じるものがあると思います。
　さて、今月はビッグイベントの地区大会が
ございます。特に２日目の１２日日曜日は岩井
会員の永年表彰の登壇、そして次年度中川
ガバナーを輩出する地区大会のホストクラブ
として大宮ＲＣの会員皆様と登壇いたしま
す。会員全員でステージ上で地区の皆様にご
挨拶をよろしくお願いいたします。

2017-2018年度 大宮ロータリークラブ会長

江本  尚浩

堺 博 会員株式会社ライズ 代表取締役 平子 敬三 会員有限会社ストックヤード 代表取締役

　1973年7月生まれ北海道函館出身です。
　函館大学付属有斗高等学校を卒業し、18歳で上
京いたしました。
　世田谷の旭鮨総本店というところに修行で入り
まして5年間下積みを重ね、銀座の堀川という鮨屋

に入社、その後銀座・新橋と回りまして大宮に手伝いにきたことがきっかけです。
　一度は新橋に戻ったのですが、大宮に来たときのインパクトが大きく大宮で
商売をしたら面白いのではと思っていました。そのときたまたまお話がありまし
て大宮でお店をやりたいという方からオファーを頂き4年ほど店長をやらせてい
ただき、その後独立して大宮に「すし堺」1号店というお店を構えました。
　2年後に浦和へ「すし二乃宮」を出すことになり、さらに宮原にもお店を開い
たのですが震災の影響もあり10ヶ月で閉めるなどを経験したのち、現在はお話
を頂くようになりましてケータリング事業も展開することになったのですが、お
店で待つだけではなくサービスをしてはどうかということから始めました。
　お店の移転に伴い旧店舗にイタリアンレストランをオープンし今に至ります。
独立して今年で10年になるのですが今後も大宮の地域に貢献したいと思ってい
ますし、このようにロータリークラブに招いていただいて大変光栄であります。
大宮ロータリークラブの一員として今後も頑張っていきますので、皆様よろしく
お願いいたします。

　昭和46年生まれ46歳　出身は大宮です。
　趣味はバイク・旅行・スポーツですが22年間
ハーレーダビッドソンに乗っています。
　スポーツはスキーが好きで小学生の頃から
やっていました。
　大学では理科系が好きだったのですが、経営に興味を持ちバーテンダーのア
ルバイトを経てバーに就職しました。
　25歳の時に店長を任され27歳の時にアメリカに修行に渡り、１年後の1999
年28歳の時に「バーストックヤード」をオープンすることになりました。お蔭様
で18年続いております。
　その後2008年にスペイン料理…何故スペインかというと当時フラメンコに魅
了されましてスペインに行き、スペイン文化というのがまだ埼玉県には無かった
ので、川口でスペイン料理を始めました。当時は「スペイン料理って何？」「ア
ヒージョって何？」という感じで、とても苦労したのを覚えています。
　そして2010年大宮で「メソン　デル　プエルト」、2017年さいたま新都心店JRビ
ルディングの中に「メルカド デル プエルト」をオープンしました。
　今後はエキナカでの商売を展開していこうと思っています。
　大宮ロータリークラブの活動を通して諸先輩方から多くを学んでいきたいと
思っておりますので何卒よろしくお願いいたします。　

新入会員自己紹介

11月1日（水）
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ご協力ありがとうございました。

2019 ラグビー W 杯応援サポート並
びに大宮アルディージャへの熱い応
援宜しくお願いします。

〈鈴木　茂様〉
鈴木茂さん、ラグビー2019W 杯アド
バイザーご活躍をお祈りしています。

〈江本尚浩〉
いよいよガバナー年度の準備が始ま
ります。御協力よろしくお願いします。

〈中川高志〉
鈴木茂様ようこそ

〈大瀧榮壽・岩﨑　彰・遠藤省吾〉
鈴木茂さんようこそおいでくださいま
した。

〈永嶋良一〉
お客様ようこそ

〈飯野耕司・齋藤守毅〉
鈴木茂さんごぶさたしております。

〈徳山義行〉
鈴木茂さんようこそ！！ラグビーワー
ルドカップ頑張って下さい。

〈小坂良二〉
堺さん、平子さん　自己紹介楽しみに
しています。

〈江本尚浩〉
堺さん、平子さん　卓話ありがとうご
ざいます。

〈浅野　仁〉
堺さん、平子さん　本日は卓話ありが
とうございます。

〈永嶋良一〉
堺さん、平子さん、ご苦労様です。

〈平田　繁〉
自己紹介ありがとうございます。サー
ビス業、同業としてがんばりましょう！！

〈橋本和久〉

堺さん、平子さん、自己紹介ごくろう
様です。

〈遠藤省吾〉
堺博さん平子敬三さん自己紹介あり
がとうございます。

〈岸　聡・櫻井義久・竹内裕司・小林康一〉
（株）ライズ堺さん、（有）ストックヤー
ド平子さん自己紹介ありがとうござ
います。

〈進藤博司〉
堺さん、平子さん、これからよろしくお
願いします。

〈鈴木俊一〉
堺さん、平子さん　自己紹介ありがと
うございます。今後ともよろしくお願
いします。

〈蓮池慎二〉
堺さん、平子さん　自己紹介楽しみに
しています。

〈矢崎直良〉
堺さん、平子さん　卓話ありがとうご
ざいます。

〈齋藤守毅〉
本日、自己紹介お聞き頂きありがとう
ございます。

〈平子敬三〉
今後とも宜しくおねがいします。

〈堺　博〉
誕生日祝、結婚記念日祝の皆様おめ
でとうございます。

〈江本尚浩〉
善行地さん司会ありがとうございました。

〈栗岡宏治〉
結婚記念日祝いありがとうございま
した。49 回目となりました。

〈藤間英雄〉

みなさまお誕生日、ご結婚記念日お
めでとうございます。

〈内藤考三〉
誕生日祝をいただきまして有難うご
ざいました。

〈荒井　渉〉
誕生日祝を頂きありがとう御座居ま
す。

〈飯野耕司〉
誕生日祝ありがとうございます。

〈福島謙二〉
善行地さん、司会ありがとうございま
す。

〈江本尚浩・櫻井義久・長谷川剛・高山
利弘・新井貴之・齋藤守毅〉
善行地さん、時間に追われる忙しい
例会の司会ご苦労様です。

〈平田　繁〉
石巻野球大会の参加ありがとうござ
いました。

〈山本和保〉
石巻に連れていって頂きありがとうご
ざいました。大川小学校　心に響き
ました。

〈渋木理俊〉
石巻野球大会、雨の中ありがとうござ
いました。

〈三浦　守〉
石巻への御参加の皆様お疲れ様でし
た。山本会員、色 と々ごくろう様でした。

〈戸井田修〉

山本委員長はじめ、皆様　石巻お疲
れ様でした。

〈小川武士〉
石巻お疲れ様でした。

〈石井宣子〉
年次大会で永年表彰されます。

〈岩井良彦〉
祝原会員さいたまマラソン大会ご参
加。ご健闘をお祈り申し上げます。

〈川島利雄〉
さむくなりました。

〈関口　茂〉
臼井理紗さんのスポンサーを引き受
けていただき、地区青少年交換委員
長として感謝致します。

〈星野晃一郎〉
秋があっという間に終わり一気に冬
突入ですね。

〈清水啓生〉
中川ガバナーエレクト、多額のポリオ
プラス寄付を頂き有難うございまし
た。財団の祝原より。

〈祝原英隆〉
2週間ぶりですが宜しくお願いします。

〈大河原繁泰〉
江本会長様をはじめ、皆様どうぞよろ
しくお願いします。

〈諏訪慶三〉 

◆ ニコニコボックスのご報告 ◆

85.92%
修正出席率

51名（68.92%）
出席者数（出席率）

13名
メークアップ

76名（74名）
会員数（出席者算定者数）

第30６４例会
例　会

第30６6例会
例　会

10月１１日
前々回

11月1日
当　日 次回例会案内

2017年11月22日（水）は、休会です。
2017年11月29日（水）12：30点鐘  パレスホテル大宮
新会員自己紹介：　埼玉りそな銀行 大宮支店長　諏訪 慶三  会員

武蔵野銀行 大宮支店長　太田 英成  会員　

理事会、セレモニー
石井　哲 様

【卓　話】全日本プロレスオーナー

メジャードナー認証品・ピンの贈呈［岩﨑会員］ 誕生日祝［飯野会員］

結婚記念日祝［藤間会員］

お客様紹介［大瀧会員］MC［善行地会員］

幹事報告［齋藤会員］ 委員会報告［星野会員］ 委員会報告［小坂会員］

2019年ラグビー W 杯　埼玉熊谷会場　アドバイザー　鈴木　茂様 ロータリー財団奨学生　簗瀬史貴様

出席率の報告［石井会員］ ニコニコボックスの報告［三浦会員］

ガバナーエレクト［中川会員］

委員会報告［山本会員］

【地区大会】 浦和ロイヤルパインズホテル さいたま市文化センター 大ホール22
金 月 日
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第１日　本会議 ビチャイ・ラタクルＲI 会長代理 永年在籍会員表彰　岩井会員 次期ホストクラブ会長挨拶（全員で登壇）
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