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まず尊敬する人は父親と書きました。いま 40 歳で飲
食店舗を
6 つ経営していますが、私は元々スポーツ業
令和 １年 9 月 5 日（木）
界にいて小学校からスポーツ三昧で、バスケットで有名
な田伏君が後輩になります。その後精神病院で働いてい
点
鐘
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るとき、オランダにいた長男から電話があり、それが私
司
会
内藤 松雄 会場監督
の人生を変えました。
「海外に来ないか」と誘われ 3 か
唱
和 「君が代」「奉仕の理想」
月後にオランダへ。それから海外をバッグパッカーのよ
うに旅をして、日本の食のレベルの高さに気が付きまし
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た。吉野家で 300 円であれだけうまいものが食べられ、
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16 名
10 名
69.57％
は下手したらお水しか買えない、日本の食は世界に勝て
る、そこに気が付き、次男が外食産業をやっていたので
前々回(8 月 8 日)欠席 7 名
Make up 1 名
83.33％
入ることにしました。
欠席者：今井会員、小泉会員、中村会員、坂口会員、髙木会員、
都倉会員、渡久地会員,
27 歳の時に向河
原駅の近くに「イ
お客様紹介 徳安 久是 会 長
タリアン酒場」を
◆ゲストスピーカー・㈱ナチュラ代表取締役
立ち上げ、そして
河合 倫伸様
新丸子と武蔵小
◆北島 睦彦様（川崎北法人会 事務局長）
杉に 2 店舗、子供
◆大羽 将裕様（市川会員ゲスト･スポーツアカデミー）
が大きくなって
どこでデートす
◆二村 政毅様（福岡城東 RC）
るのか女房と話
◆齊木 貴様（川崎北 RC）
した時「居酒屋じ
◆河合 政子様（河合会員令夫人）
ゃない？」
。だったらおしゃれな店を作ろうと「ナチュ
◆市川 芳子様（市川会員令夫人）
ラマーケット」を立ち上げました。100 坪の店に、イタ
◆韓
喬 君（米山奨学生）
リアン、和食、お寿司の店が入っています。そのほか和
食の南口店や「タイニー」というケーキ屋とカフェがあ
会員お祝い
り、添加物を一切使わないパンを売っています。
お誕生日おめでとうございます！
創業から 13 年、3 人で始めた会社が今 138 人、外食
小泉 正博 会員
産業は社員比率が低いが、当社は 50％が社員で比率は
小林 正樹 会員
高いのです。キッチンにはアルバイトは入れない、皆免
許がある社員を雇うとこれだけ社員が必要になります。
会社の経営理念は１.ナチュラに係るすべての人に幸
せを。２.ビジョンは食を通じて街を作ろう。
世界で一番美食の国、それはミシュランを総取りにして
いるスペインです。特にサンセバスチャンは人口が 18
卓 話 ㈱ナチュラ代表取締役 河合 倫伸 様
万人、中原区 25 万人より小さな町が世界に発信してい
る。そこに行ったとき思ったのは色々なところに展開す
ロータリークラブは小さいとき家族会に参加したこ
るのではなく、この町（中原）にない種類の店を作りた
とがありますが、まさかここで話をすることになると
い、25 万人に対して食で豊かさを作ろう、これが企業
は思いませんでした。今日は二つ目的を考えました。
ビジョンになっています。町のクラフトビール「小杉ビ
一つは宣伝で会社を知っていただいてお店でたくさん
ール」も作っています。面白いのは大手ビール 4 社の
お金を落としていただくこと。もう一つは両親の前で
ものより当店ではクラフトビールの方が売れているこ
話すことはなかなかないので、親孝行だと思ってお話
と！それだけ住む人は自分の町に関心があるのだと思
しすることです。

いました。
また未来については、ウエディングのプロジェクト
を動かしていきたい。姉が挙式したエルシィがなくな
り挙式できるところが小杉にはないのです。そして食
とスポーツ、この町には 3 つのプロスポーツがあるの
でコラボしていきたいです。また取引先の 8 割は川崎
市内なので、この町のものを世に出していきたい。バ
ーベキューは多摩川では禁止になったが民間事業でで
きないかと思っています。
スタッフ教育のテーマは「教育をしない」こと。す
るのは場所の提供だけ、ワイナリー研修は「研修やる
けど来たい人いる？」それだけ。バレンタインが近づ
くとパティシエが無料ケーキ講座を行う。そこでチョ
コレートづくりの難しさと美味しさが分かってチョコ
レートが無茶苦茶売れるようになった。ホテルオーク
ラのバーテンダーが月 1 回、バー講習を行うが自由参
加。決算発表会は全社員のほか、銀行、取引先社長の
皆さんが見えます。サービス業は相手を喜ばせて相手
の考えをくみ取ることなので、相手のことを思わない
やつとは一切飲まないよ、と言っています。
「仕事は本気でやれ、遊びは死ぬ気でやれ」がモット
ー。お客様イベントも同様でクリスマスは赤字覚悟で
行う（一番大事な日には利益を出さない）
。ゴスペルが
5,6 人来て飲んで食べて 5000 円というのは他にないと
思います。入社して 1 年たつと全員ディズニーランド
行き。毎週月曜日の定休日は規模が大きくなっても変
えない。バーベキュー、運動会も行い遊ぶことによっ
て会社の雰囲気がどれほど良くなるか。当社は体育会
系なのでガッツリ言うが、それは人間関係ができてか
ら。兄弟制度があり新入社員にはお兄さん、お姉さん
をつける。社員教育は私自身はほとんどやらず、皆が
自分の部下を育て、かつ一緒に遊んでいます。
是非今日の夜はうちの会社に飲みに来てください！

ニコニコ報告

藤村 伸一 親睦委員

◆川崎北ＲＣ 齊木 貴様
本日はメーキャップで参りました。
宜しくお願い致します。
◆徳安会長・宮崎幹事
河合倫伸様、本日は卓話宜しくお願い致します。
又 法人会の北島様、大羽様、川崎北ＲＣ斉木様、福
岡城北ＲＣ二村様、市川芳子様、河合政子様、本日
はようこそお越し下さいました。
◆河合 束会員
アフリカのナイジェリアでは最後の野生ポリオの発
生から３年が経過し、まもなくＷＨＯからナイジェ
リアのポリオ根絶が発表になるようです。しかし、
パキスタンでは発病例が昨年の４倍以上となってお
ります。根絶への道のりはまだ遠いです。
地区目標である財団への寄付＄１５０に加えてポリ
オへの寄付＄３０のご協力をお願い致します。
◆青少年奉仕委員会
８月３１日に地区主催の交換留学生の帰国報告会に
出席してまいりました。皆さん苦労が多かったよう
です。一年間で成長できたと口々におっしゃってい
ました。有意義な話を聞くことができました。

◆親睦委員会一同
河合倫伸様 卓話楽しみにしていました。
ナチュラの経営を学びたく思います。
◆市川 功一会員
本日は河合さん、卓話ありがとうございます。
楽しみにしています。
◆小林 正樹会員
北島様、齊木様ようこそお越し下さいました。
河合様、和食ナチュラの皆様には日頃より大変お世話
になっております。感謝！
◆「みんなニコニコ」
内藤 松雄会員・高瀬 建夫会員・Mr.Suzuki 会員
江口
進会員・藤村 伸一会員・神谷 直会員
山本
剛会員
ニコニコボックス

本日

15,500 円 累計

150,500 円

記念日ニコニコ

本日

10,000 円 累計

20,000 円

会長報告

徳安 久是 会長（ 9 月 19 日）

１．地区より、
「2019 年 8 月九州北部豪雨」被災地支
援への義援金の協力依頼がきております。
会員１人当たり 500 円以上
送金期限：10 月 15 日(火) ※10 月理事会にて協議
２．地区より、ロータリー広報用チラシのご紹介と申込
に関するご案内が届いております。
送付部数 ： 1,000 枚程度／RC
申込先：大塚地区広報・公共イメージ向上委員長
３．9 月 18 日(水) 第 2 回 会長･幹事会の報告

幹事報告

宮崎 玲児 幹事（9 月 19 日）

１．地区からの来信
①米山カウンセラー研修会開催の件。
2019 年 9 月 26 日(木) 15：00-17：00
メモワールプラザソシア２１
②クラブ奉仕委員長会議開催のご案内。
2019 年 10 月 3 日(木) 15：00-17：00
メモワールプラザソシア 21
③ロータリー財団セミナー開催の件。
2019 年 10 月 10 日(木) 15：00-17：30
ホテル プラム３階
④米山学友会総会のご案内
2019 年 10 月 6 日(日)
総会 11：00-12：30 懇親会 13：00-15：00
ホテルキャメロットジャパン
⑤地区大会 新会員紹介（大会展示･本会議登壇）。
２．他クラブ例会臨時変更
●川崎西北 RC 9 月 26 日(木)
休会
10 月 24 日⇒26 日(土)
地区大会移動例会
10 月 31 日(木) 休会
●新川崎 RC
10 月 9 日(水)
休会
10 月 23 日⇒26 日(土)
地区大会移動例会
10 月 30 日(水) 休会
●川崎 RC
10 月 17 日･31 日(木) 休会
３．9 月 26 日(木)18：00～研修会開催ジェクト会議室
10 月 3 日(木)11：00～理事会開催

