
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ただきました。メインのカニが最初なかったので加藤委員

長と私がおもわず顔を見合わせてしまいました。多分連絡

ミスではなかったかなと思います。それでも念願のカニを

食べて満足しました。土産用のカニは買い物客が多くカニ

にも数の限りがあり、あまり買うことができなかったので、 

能生の海鮮市場に立ち寄り追加で買った方もいました。 

天気がよく立山連邦を遠くに見ながら、国の指定重要

文化財の北前船海鮮問屋の「森家」を見学して帰ってきま

した。 

参加された皆さんお疲れ様でした。 

 

【幹事報告】 黒澤 明男 幹事 

 

１．伊藤ガバナーより「地区管理補助金セミナー」について 

   日時 12 月 16 日（日） 13：00～ 

   場所 松本大学 

   出席対象者 会長エレクト、次期幹事、次期財団担

当者 

２．小諸ロータリークラブより創立 55 周年記念式典礼状 

３．小諸高校より「音楽科第 24 回定期演奏会」礼状 

４．例会変更 

蓼科ＲＣ 11 月 21 日（水） 定刻受付なし 

 11 月 28 日（水） 定刻受付なし 

 12 月 19 日（水） 定刻受付あり 

 12 月 25 日（水） 定刻受付なし 

12 月～3 月まで例会場は JA 佐久浅間望月支所 

 

◆出席報告   朝倉 俊次 委員 

会員数２１名  出席義務者２１名  免除者０名     

本 日         出 席   １７名 

            事前 MU  ４名  ８０．９５％ 

前々回（11/6）  ＭＵ     ４名  ６６．６７％ 

 

◆ラッキー賞     

新井 粒太 君 

 

 

【会長挨拶】  橋詰 希望 会長 

今日は職場例会で発地の御厨さんにお世話になりま

す。夏は行列のできる、大変混んでいるお店です。ここにも

朝倉社長のこだわりがあると思いますのでいろいろとお話

を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。 

１８日日曜日は親睦家族旅行お疲れ様でした。ご家族

含め２２名の参加でした。加藤委員長、準備から当日の気

配りまで大変だったと思います。本当にありがとうございま

した。お嬢様ご夫婦も私たちの面倒を見てくださいました。 

小諸駅前、７時に出発して高岡市の国宝瑞龍寺を訪れ

ました。山門、仏殿、法堂が一直戦に建てられ、手前の山

門や仏殿の門から奥の法堂を見ると四角の門が額縁とな

って青空にも恵まれて素晴らしい絵となります。ちょっと屈

んで昔の人の背の高さ１５０センチぐらいから見ると一番よ

く見えるように計算されています。 

建物の建築技術の素晴らしさや、お便所つまりトイレの

神様のうすさま明王の像や見どころはいっぱいあり予定の

１時間ではとても足りませんでした。 

法堂の入り口両側に、生飯台(さばだい)があり、自分の

食事を少し残して、それを鳥や動物、魚などに与えて貪り

の心を戒める、それによって皆が幸せになるという祈りの

場所でもあります。ロータリーの精神に似ているなと思いま

した。 

もう一つ勉強になったのは、聞き分けの良い子とよく言

いますが、お寺は音で食事の時間や掃除の時間など知ら

せるので、音を聞き分けないと生活ができないところから、

聞き分けの良いという言葉が生まれたということです。勝

手にいろいろな音を立ててはいけないということです。 

お昼は新湊のきっときと市場で宴会となりましたが、レス

トランが日曜日のため大変混雑しており少し待たされ、食

事の席に、ぶりしゃぶやお刺身は並んでいますが肝心のカ

ニの姿が見えません。加藤委員長は心配になり店の奥に

行ってどうなっているんだと話していましたが、そのあとお

盆の上に２０杯ものカニが山盛りに載せられて持ってこら

れ、セルフサービスで一杯づつ自分の席に持ってきて、い 

 

◆会 長 / 橋詰 希望     ◆副  会  長 / 前田 博志 

◆幹 事 / 黒澤 明男    ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 新井 粒太 

◆例会日/週火曜日 12：30～13：30  ◆例会場/小諸市鶴巻 音羽 

◆事務局/〒384-0025  長野県小諸市相生町 1-2-12 エイワンビル 3 階 

NO．１４３６ 平成３０年１１月２０日 
 

2018～2019 年度 

国際ロータリーのテーマ 

 



◆ニコＢＯＸ   矢島 栄一 委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本日のプログラム】 職場訪問  『御厨』 

 御厨（MIKURIYA） 

＊オープン    平成２８年１２月  その前は塩沢湖の近くで・・・ 

＊コンセプト   田舎・里山の風情の再現 

  約９年前に御代田のココラデをオープンしました。その時から店舗の運営において、コンセプトの大切さを痛感致しました。

先月の卓話で音羽のことを少しお話させて頂きましたが音羽も同じで、ここがブレると途中で前に進めなくなります。チェ

ーン店と違って、オープンしたからといってすぐに繁盛できるものでもないのです。お客様が少なくて悩むことが多々ありま

す。そんな時にしっかりとしたコンセプトがないと進む方向を見失ってしまいます。 

＊オープン動機 

  新聞の記事を読んで・・・フランスでのこと、脱サラをしまして田舎を売ることで生業を立てている人の話が出ていまし

た。・・・自分達なら何を売る？ 何処で？将来どうなっていくのか？・・・そんなことを色々と議論しました。 

＊概要 

  敷地建物 

  敷地面積は約２５００坪（借地）。その内、約６００坪を宅地としてもらい、その他は畑や田んぼです。その中に池を造り、

小川を流し、子供の遊び場を造っています。来年に向けて土盛りをし、植木を増やす予定です。自分達で出来ることは何

でもしています。完成までに後３年は掛かるでしょう。建坪はちょうど１００坪で、席数は６４席（テラス席含む）。スタッフは

現在６名。この時期はなんとか回りますが、夏のピーク時は席数を減らして対応を良く出来るように気を付けています。が、

軽井沢の夏は異常です。 

 食事内容 

  かまど炊きご飯での定食が数種類とお蕎麦です。かまどは、太平洋戦争が終わって日本全体が燃料不足に悩まされて

いた頃、料理研究家の人が考えたと言われている『愛農かまど』です。少しの薪で効率よく煮炊きが出来ますし、取扱いも

簡単です。 

  お米は佐久市内の知人に頼んで合鴨農法でお願いしています（昨年、自分達でも合鴨で米作りに挑戦しましたがさんざ

んでした）。お水は音羽の湧水を使っています・・・美味しいから。 

  蕎麦は、御影の工場の周りで借りている畑で作っていまして年４００kg 位とれるので、使用料の３割くらいはまかなえてい

ます。一日限定３０食に抑えています。 

食事全体的にはまだまだクオリティを上げる必要を感じていますが、基本は田舎のおばちゃんが作るご飯のイメージを出

橋詰 希望君 

小諸 RC 創立 55 周年でお世話になりま

した。家族旅行楽しかったです。本日は

御厨さんで例会です。よろしくお願い致

します。 

渡辺 頼雄君 素敵なお店で食事楽しみです。 

中河 邦忠君 お世話になります。 

掛川興太郎君 

素晴らしいコンセプトの店だと思いま

す。完成には時間がかかると思います

が頑張って下さい。 

新井 粒太君 
旅行に参加の皆様、ご苦労様でした。

職場例会、朝倉さんお世話になります。 

黒澤 明男君 
朝倉会員、本日は大変お世話になりま

す。 

矢島 栄一君 
御厨さんには初めてお世話になります

が楽しみです。 

朝倉 俊次君 
本日、遠方より御厨へご来店ありがとう

ございます。 

小池平一郎君 

バス旅行は大変お世話になりました。

会員増強委員会の会費が入りましたの

でニコ BOX します。 

加藤 輝男君 

北陸富山の旅、皆さんに参加していた

だき、本当にありがとうございました。次

回も楽しく行きましょう！ 

矢島 英夫君 
朝倉さん素敵な食事楽しませてもらい

ました。 

両川 博之君  

小林 秋生君  

 



せればと思っています。 

＊今の取り組み 

 冬場の集客を高める為に冬の田舎の風情を出すことや、いろりを活用しての食事提供を考えています。具体的には干し柿

や凍み豆腐を軒に吊るしたり、いろりを使っておやき・焼おにぎり等を出せたらと思っています。かまど炊 きご飯と相性の良

いご飯のお供なども探しています。今年は冬のオリンピッ クでカーリングが話題になりましたので、田んぼにアイスリンクを

作って田んぼカーリングなどを企画したり、スキー場から雪を運びカマクラを作ってみたいとも考えています。 

 また、今年栽培に取り組んだ古代米の藁でお正月用のお飾りを作っていますが、かなりの量が出来てしまいそうで、どうや

って売るのか悩んでいます。 

＊課題 その 1 

 農業のプロに入社してもらえれば！！ やはり農業は難しいです。ここは元々沼地で、長雨になるとなかなか水が引きま

せんし畑にしても盛土が必要です。 

＊課題 その 2 

 御厨オリジナルのお土産品を作ったり、田舎やお米にまつわる品物をセレクトしてお土産コーナーを作ること。現在、オリジ

ナル商品としては米粉で作ったかりんとうと、お土産として売ることは出来ませんが（勝手に持って帰るのはしょうがない）甘

酒があります。 

＊課題 その 3 

 社員参加型のお店になること。多分に漏れず、飲食業界も人手の確保に苦しんでいます。その対策として 〝お客様は神

様かもしれないけれど、私も主役〟この発想で各々が得意なもの、好きな分野を持ち（料理でも接客でも農作業やお土産の

企画でも）、たとえ料理が出来なくてもこの店に必要なものであって、それに係わることが出来る人なら誰でも勤められる店

になれればと思っています。働く人にとって得意なことが、お客様にも喜んでもらえることになったり共感して頂けたりすれば

仕事の励みになれると考えます。ネット販売も出来れば良いかなとも思いますが、基本的には来店いただき「おーい。朝倉く

ん。今年も頼むよ」こんな感じで食事に来たついでに色々な田舎が売れたら良いなと夢を見ています! 

 

         
         

           
         

 
 

次 週 の プ ロ グ ラ ム ：１１月 ２７日  「ロータリー財 団 月 間 によせて」Ｒ財 団 ・米 山 記 念 奨 学 会 委 員 会  

次々週のプログラム  ：１２月 ４日   「クラブ協 議 会 」 年 次 総 会  

 

 

 


