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いろは食品の生い立ちについて
明治生まれの祖父母が高砂の地で洋食屋とすき焼きの店と
して大正１３年創業，後に精肉店とすき焼きの店とし戦後
間もなく精肉及び食品，惣菜店とする。
父が大学卒業後店の経営に携わり大手企業や自衛隊，学
校，病院給食等の卸業を小売業の傍ら始める。平成７年父
他界。その後祖父母，父の意志を継ぎ現在に至る。
いろは食品での職業奉仕とは
すべての食品，食肉業界に対する不安や不信感を抱かせる
事故や事件がマスコミでも取り上げられ食に対する安全性
や信頼性がより求められる中，ここ数年来は安全であると
いう事が大前提であり，安心（品質），安定（価格）も含め消費者のニーズに答えられる食
品を提供し，信頼できる地域の店として地域貢献をしていきたい。
祖父母，父の教え
・「地元を大切にする」と言うことを基本に商売や地域活動を行う
・地域活動への積極的な参加や働きかけ
・目上や祖先を敬う気持ち
これは教えというより祖父母や両親の日常に接していた時にその行動や発言から感じたこと
で，これを原点と見据え現在も商売や活動，日々の生活の中でも原動力と成るべく人と人と
の積み重ねに価値を見出していきたい。
地域活動について
２０代より積極的に地域活動には参加してきた（青年部，JC，商店街，組合関係，自治会，
祭り，消防団，地域イベント 等々）
地域でのコミュニティーが薄れ行くなか，若い世代から地域の団体や活動に参画してきた事
が元来の足元を見て行動を起こすという事につながっているかと思う。
今後も足元をしっかり見た上で「明るく，楽しく，真剣に」アホになりたい。

先週は日本の国土面積とレアアースの話を
しました。日本は島国ですが，領海を合わせ
ると世界第６位の面積で，中国，カナダに次
ぐ順位です。
そしてこの領海には，石油，天然ガス，レ
アアース，金，銀，銅や先週の話の宝石も多
く眠っているように思います。
しかし，その領海の内の竹島は既に韓国に
占拠され，尖閣の石油も中国に取り込まれよ
うとしています。そして，千島もロシアから
返還されないかも知れないようになっていま
す。さらに中国の内部文章にはもっと恐ろし
い事が書かれた物もあるようです。又，広大
な面積の中国は領海を考えると日本よりもは
るかに国土の狭い国になります。海軍増強の
中国の事が少しわかる気持ちがします。
今日は皆様のボックスに領海に関する雑誌
の記事のコピーを入れさせてもらいました。
今の時代は，世界と仲良くする為には知恵や
協調や，同時に大きな様々な面での力が必要
とも思います。
青松クラブには私より少し若い世代の人も
おられますが，私と同じような世代の人が大
半です。私は昭和１９年生まれですが，歴史
が好きですので，本を多く読んでいます。私
の世代は経済的には激流に生きた気持ちもあ
りますが，歴史的にみると日本が最も平和で
安定し豊かな時代に生きたと思います。
この平和や豊かさを我々は次の世代に少しで
も多く残していく責があると思います。そし
て，世界一の財政赤字でギリシャのような末路
があるかも知れない国を豊かな未来に変える可
能性の一つが領海にあるように思います。
ロータリーの世界を結ぶのは大変ですが，
地域を育むのは我々の力でもある程度，出来
るのではないかと思います。高砂市は５０年
後に高砂市であるかどうかはわかりません。
しかし，高砂の歴史や高砂の名がいろいろの
形で残っていくように大事にしなければなら
ないと思います。高砂の名の由来も古くから
大きな意味や歴史があります。更に私は阿弥
陀町生石ですが，阿弥陀町の名は阿弥陀如来
の地元での故事からですし，生石は万葉集に
も生石村主の歌った歌が残っています。我々
はこの地域を育んで，地域の特長や良さを残
して，将来も豊かな地域である為に頑張って
いかねばならない責任と実現の為の少しの力
があるように思います。

井野会員

鹿間

藤本さん，本日のスピーチよろしくお願い致
します。
また「マイ・モットー」の締切が近づいてい
ます。ご応募方よろしくお願いします。

岡本

崇司

週報裏ページの押しかけインタビューも皆様
のご協力で回を重ねることができています。
今後もご協力をお願いします。

藤本

明久

本日の卓話よろしくお願いします。

嶋谷

拓雄・田水

敬雄

藤本会員，卓話よろしくお願いします。

内海

薫・大橋

卓司・田中伸明

魏さん，ようこそ！

濱田

喜重

結婚記念日のお祝いありがとうございました。

青木

裕加

結婚記念日の花贈呈有難うございました。

中谷
柿木

利幸・増田耕太郎・志方
國夫・田中 浩行

正昭

花を飾りましょう。

西中
竹原

亮二・菱田
俊三

克己・井野

隆弘

早退します。藤本さんのお話，聞けなくて残
念です。

◎ 親睦委員会
誕生日プレゼントを購入している「陶
九六」さんで赤木明登漆展が開催されま
す。

お嬢様がご結婚されました。

おめでとうございます。

行雄

第１７回 通算１４６７回
1. 国際ロータリーより2011ニューオーリン
ズ年次大会参加の案内が届いています。
併せて，国際大会「友愛の家１日パス」
の案内も届いています。
2. 国際ロータリー2680地区ガバナー事務所より
パキスタン洪水復興基金が，総額1,771,569
円となり，送金完了した旨，お知らせがあ
りました。
3.（財）ロータリー米山記念奨学会ニュース
ハイライト米山が届いています。
4. 国際ロータリー2680地区ガバナーより
地区大会参加・登録の依頼が届いています。
開催日 2011年3月12日（土）・13日（日）

ク ラ ブ 名

開催地 神戸ポートピアホテル ポートピアホール
ご参加の程，よろしくお願いいたします。
5. BAN-BAN テレビ㈱より「年始ご挨拶」
名刺広告協賛の依頼がありました。
例年通り協賛させていただきます。
6. 高砂市吹奏楽団より第27回定期演奏会の
案内が届いています。
日時 2010年11月23日（火・祝）午後２時開演
場所 高砂市文化会館大ホール
（じょうとんばホール）となっています。
7. 例会変更
明石南ロータリークラブ
12/10（金）⇒12/11（土）クリスマス家族例会
於：ホテルキャッスルプラザ
12/24（金）・12/31（金）
休会（定款第６条第１節ｃにより）

変更内容

高砂ロータリークラブ

職場例会のため

明石南ロータリークラブ

クリスマス家族例会

日

時・場

所

11/26
（金）
PM12：30〜
於：播磨交通研修センター
（播磨自動車教習所内）
12/10
（金）
⇒12/11
（土）
於：ホテルキャッスルプラザ

（金）
休会
（定款第６条第１節ｃにより）12/24
（金）
休会
（定款第６条第１節ｃにより）12/31
明石西ロータリークラブ

クリスマス家族会の為

12/16
（木）
⇒12/18
（土）
於：舞子ビラ「六甲の間」

休会
（祝日の為）

12/23
（木）

（木）
休会
（定款第６条第１節ｃにより）12/30
明石北ロータリークラブ

クリスマス家族例会の為

12/21
（火）
⇒12/19
（日）

（火）
休会
（定款第６条第１節ｃにより）12/28
（注）
高砂青松ロータリークラブのホームページにも掲載しています。……ホームページの情報の方が早く把握できます。

例会記録 2010. 11. 17（水）通算1547回
ソ ン グ
本日のゲスト
来訪ロータリア
ン報告
出席報告

「我等の生業」「四つのテスト」「歓迎歌」
米山奨学生
さん
籠 谷 啓 一 様（高砂R.C.）
妹 尾 敏 昭 様（高砂R.C.）
１０月２７日 会員数４８名 欠席者 ２名 出席率９５.８０％ ＜修正による＞
（この内出席免除者７名（出席３名））
１１月１７日 会員数４８名 欠席者１１名 出席率７７.０８％
（この内出席免除者７名（出席５名））

今回は本年度雑誌・広報副委員長の砂川仁史会員です。
砂川仁史会員は中筋の明姫幹線沿いで株式会社スナガワを経
営されています。何の会社かと言いますと職業分類の通り、
「香木家」という屋号で住宅を建築されています。
砂川会員は住宅会社に勤務されていましたが、３０歳までに
起業することを
考えておられた
そうで、それを
実行され、平成
３年頃住宅会社
の下請けとして
㈱スナガワを始められました。やがて注文住宅を建築する
ようになり、「香木家」・・こうぼくや・・の屋号を平成
９年頃から使っているそうです。ちなみにこの屋号は一般
公募から採用されたそうです。
それでは質問です。
Q： なぜ、「香木家」なのでしょう。
A： 自分の追求している住宅が、化学的な要素を減らして、木の持つ良さを大切にしたものなので、木の
香る家というイメージが合っているということから、屋号を「香木家」にしました。
Q： 住宅建築はおもしろいですか。
A： 自分のイメージをお客様に話してともに作り上げていく過程がおもしろいですね。決まったものを作
るのではなく、自分からの提案ができるところが注文住宅のおもしろいところです。
また、お客様の紹介で新しいお客様とつながっていけることがおもしろいし、会社にとってもありが
たいです。今では赤穂から神戸の西の方までお仕事のエリアが広がりました。
Q： こだわりはありますか。
A： 人に負けないこだわりがあります。素材にこだわり、木組みにこだわり、素材と木組みに湿気や空気
を通す工法を組み合わせた、私が「有機住宅」と呼んでいる、快適に住める住宅を作ることそのもの
にこだわります。
Q： ロータリーでは人のつながりが広がりましたか。
A： ＪＣ時代からの付き合いのある方はもちろん、伊藤会長や植
杉会員など、ロータリーに入会してからお付き合いが始まっ
た方が多いですね。
Q： 息抜きは何をされていますか。
A： 友人知人とそのあたりでワイワイ食べて飲むというのが息抜
きですね。ただ、あまり飲
めないので、無理やり飲ま
さないでくださいね。
将来は何をしたいという問いに、ゆっくり農業をしたいという意外
な返事が返ってきた砂川会員ですが、まだまだ仕事にお祭りにと忙
しい日々が続くでしょうね。砂川会員が農業をはじめたら作った有
機野菜をもらいに行きます。その時は分けてください。

