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第1420回

2017年5月16日(火)

点　鐘12:30

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル例会場

ソング｢我等の生業｣

卓　話｢青少年交換派遣学生となって｣

青少年交換派遣学生

矢島　玲さん

第1421回

2017年5月23日(火)

点　鐘12:30

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル例会場

ソング｢それでこそロータリー｣

卓　話｢創立30周年記念リハーサル｣

創立30周年記念実行委員会

地区テーマ

楽しいロータリークラブを作り上げよう

第1419回･2017年5月9日(火)

司会　岡崎　渉会員

点　　鐘12:30　横田　元会長

ソ　ン　グ｢君が代｣ ｢奉仕の理想｣

ソングリーグ一　柳寿美恵会員

ロータリーの目的･四つのテスト

山中重則会員

お客様紹介　斉藤忠治副会長

会長挨拶　横田　元会長

幹事報告　清水敏夫幹事

ご挨拶　蓮田ロータリークラブ土橋　勝雄様

委員会報告　創立30周年記念実行委員会
篠原唯史委員長

次年度関係　次年度国際奉仕プロジェクト委員会

斉藤忠治委員長

ニコニコBOX　クラブ運営管理委員会

野崎英紀委員

出席報告　クラブ運営管理委員会

杉田将大委員

卓話者紹介　篠原唯史会員

卓　話｢浦和ロイヤルパインズホテルの歩み｣

浦和ロイヤルパインズホテル
総支配人　小賀　与敬様

点　　鐘13:30　横田　元会長
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5月に入り随分と温かくなり､過ごしやすい季節に

成りましたが､ところにより非常に暖かく､夏日に

近い気温に成って居る様です｡関東も28度～30度を

超える暖かさでした｡ 5月連休､皆さんもゆっくりと

過ごされましたでしょうか｡

さて､隣国では色々と危機的状況が言われて居ま

すが､核実験をいつ行うかとの予想がメディアで騒

がれておりますが､成り行きを見守って行くしかな

い状況だと思います｡
一言私の見解を述べさせて頂きますと､軍事基地

の様な戦艦が日本海に浮かんでいて一日の運用費が

約33億円掛かると言われて居て､何も無いことの方

が不自然で有ると考えますし､核実験に関しまして

はスタンバイをして実験を止めると言う事は技術的

に非常に難しいとの事で､ 1つ解除方法を間違えます

と爆発の危険性が有ると言われて居る事から､私は6

ケ月以内に核実験が行われると考えておりますが皆

さんはどうお考えでしょうか｡

いずれにしましても､ゴールデンウイーク明けは

世界的ニュースの飛び交う日と成った様です｡

7日､フランスでは､大統領選においてマクロン氏

と国民戦線のルペンさんの一騎打ちでマクロン氏が

勝利した様です｡国民戦線は歴史が古い様ですが

1997年の総選挙では1議席しか無かった党ですが､

1998年3月の州議会選挙では15.06%､ 275議席を獲

得している党だそうです｡

ルペンさんはメディアでは極右と言うレッテル張

りをされて居ますが､私が思いますに普通に保守に

見えます｡マクロンさんはグローバリストと言われ

て居ますが､いずれにしましても世界の指導者にナ

ショナリストが台頭して来た様に思います｡

そして5月9日､本日､韓国大統領選では､共に民

主党のムン･ジェイン氏が優勢でアン･チョルス氏

とホン･ジュンピョ氏が追う展開の様です｡日本に

とっても世界にとっても5月以降､色々な面で変化が

起こる様に思えます｡

口新旧合同理事会を6月20日､ ｢千代田｣にて開催

いたします｡後日ご案内のFAXをいたします｡

ロ現年度次年度合同会長幹事会を5月24日18:00より

｢銀座アスター｣で開催いたします｡関係各位の出

欠を5月12日までにお願いします｡

蓮田ロータリークラブの皆様
波多野勝治様　土橋　藤男様　武藤　倫雄様

秋葉功四郎様　白　日光様

浦和ロイヤルパインズホテル総支配人　小賀　与敬様

FtoTARY CLUB

/,JP ご挨拶

蓮田ロータリークラブ
土橋　藤男様

□創立30周年記念実行委員長　篠原唯史委員長

蓮田ロータリークラブの皆様ようこそいらっしゃいま

した｡私､飯野ガバナー年度の会長でした｡

式典まであと25日です｡準備よろしくお願いします｡

会員､令夫人の出欠が本日締切です｡令夫人は1万円
の登録料となります｡ 5/23の例会が､リハーサル例

会となります｡部会長始め担当の方よろしくお願いし
ます｡登録につきましては､ 4月末日でほぼ出揃って

います｡

口斉藤忠治次年度国際奉仕プロジェクト委員長
本日､例会終了後､当ホテル19階で委員会を開催

します｡関係各位のご出席をお願いいたします｡
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浦和ロイヤルパインズホテル

総支配人　小賀与敬様

(浦和ロータリークラブ)

『浦和ロイヤルパインズホテルの歩み』

(要　旨)

私は1966年11月8日生まれ､長崎県の五島列島出身で

ございます｡兄弟は私の世代でも多い5人兄弟です｡

しかも私は真ん中の次男坊でございまして､上は｢姉｣

｢兄｣下は｢弟｣ ｢妹｣と兄弟すべてを持った幸せ者で

す｡昨年9月にも帰省した際感じましたが､人口の都市

集中により過疎化･衰退化が都会よりも早く進んでおり

寂しさを感じております｡
′■＼　五島列島とりわけ上五島のことをもう少し紹介せてい

ただきます｡有名なもので言いますと｢五島うどん｣ ｢あ

ごだし｣ ｢つばき油｣などございますが､もう一つ付け

加えるとすれば今はもう行われていませんが､ ｢捕鯨｣

ですo　また､地元輩出の有名人が何人かおりましてその

代表格は大相撲｢横綱　佐田の山｣後の｢出羽海理事長｣

本名は市川晋松さんです｡残念ながら先月4/27 ､ 79歳

でお亡くなりになりました｡お悔やみを申し上げたいと

思います.そしてもうお二人忘れてはいけない方々が私

と同じ浦和ロータリークラブ会員の｢山下　直哉さん｣

｢前田　秀さん｣大先輩であります｡この浦和の地で2

名の同郷者がいることにご縁を感じずには要られません｡

お二人には日頃より大変お世話になっていますがご紹介

は割愛させていただきます｡

浦和ロイヤルパインズホテルは､さいたま市の3市(浦

和･大宮･与野)の合併構想､ ｢さいたま新都心｣の街
′ー　開き､さいたまスーパーアリーナ･埼玉スタジアム

2002の建設も進んでおり､国内外の要人をもてなす国

際スタンダードのホテルが必要とされている中､ 1999

年10月7日に旧浦和市役所跡地の再開発事業として誕生

いたしました｡

当時を振り返りますと宿泊については今でこそ年間平

均稼働率85%に達することが出来ておりますが､開業当

初は認知度も低く稼働率も50%を割り込むこともあり､

いわゆる｢キツネ火｣で体裁を整えていたこともござい

ました｡

婚礼部門は開業(オープン)景気もあり実質初年度の

2000年度には施行件数600件と大変な受注をいただきま

した｡基本的にご婚礼は週末土日に行われ､ 1日最大12

件という日もあったことを覚えております｡ 2016年度

までに6300組ものご夫婦のお手伝いをさせていただき

ました｡

一般宴会につきましては市役所･県庁のおひざ元であ

る立地からロータリークラブを含めた｢諸団体｣を中心

Rotary END POLIO NOW

に安定した需要に支えられ年間4000室もの宴会場をご

利用をいただいております｡

レストランでございますが､館内全てがホテル直営で

計8店舗ございます｡席数は全てのレストランを合わせ

ると約800席ほどありますが､ランチタイムは連日はぼ

満席に近いお客様で賑わっており大変有難く思っており

ます｡

旧浦和市が全国でもトップクラスの｢食への関心が高

い土地｣であり恵まれた環境であることは確かですが､

逆に申し上げるとこの舌の肥えたお客様に如何にご満足

いただき､そしてリピートしてもらうには料理人の技術

向上は不可欠であり､国際的な料理コンクールに挑戦し

上位入賞という結果を出してまいりました｡

その代表格が総料理長の｢中宇祢満也さん｣でござい

ます｡ 2001年にピエール･テタンジェ国際料理コンク
ールにおいて日本予選第1位になり､世界大会第3位｡

続きましてレストラン｢RPR｣料理長｢竹下公平さん｣

は2010年エスコフイエ･フランス料理コンクール日本

大会優勝､ 2011年世界大会優勝｡そしてペストリーシ

ョップ｢ラ･モーラ｣パティシエ｢山下貴弘さん｣は

2014年国際菓子コンクール｢ル･モンディアル･デ･

ザール･シュクレ｣で日本代表として参加し世界第2位

と実績を残すことが出来ましたo

浦和ロイヤルパインズホテルの料理は今ご案内いたし

ました通り世界で認められた味であり､またこの3人以

外の料理人たちの日頃の技術向上に向けた努力により､

多くのお客様に指示され､愛される大切な要素となりま

した｡

最後に浦和ロイヤルパインズホテルの沿革を簡単に申

し上げますo　開業当抑ま松下電器産業(現　パナソニッ

ク)の子会社｢松下興産｣がオーナー･運営を行ってお

りましたが残念ながら2005年に経営破たんとなってし

まい投資ファンド｢エートス･ジャパン｣への売却とな

りその後､ 2013年にヘッジファンド｢エリオット･マ

ネジメント｣へそして昨年2016年に丸紅系の投資法人｢ユ

ナイテッド･アーバン｣が資産運用会社｢ジャパン･リ
ートアドバイザーズ｣を通じて株式を取得いたしました｡

ホテル運営につきましてはオーナーが運営パートナー

として｢ソラーレホテルズアンドリゾ-ツ｣を選定した

ことで｢浦和ロイヤルパインズホテル｣はその100%子

会社として現在存在しています｡

オーナーは様々と代わっていきましたが､ ｢お客様の‖

楽しかった"の思い出づくりのお手伝いをします｡ ｣をス

ローガンにここにいるスタッフが今まで以上に誇りと情

熱をもってお客様に向き合っている限り､浦和ロイヤル

パインズホテルは皆さまから愛される｢埼玉の迎賓館｣

としての役割を果たし発展していけると思っております｡

今後ともどうぞご支援･ご愛顧を切にお願い申し上げ

私からのスピーチとさせていただきます｡



浦和ロイヤルパインズホテル総支配人小賀与敬様

いつもありがとうございます｡本日､力不足では

ございますが､卓話をさせていただきます｡どう

そよろしくお願いいたします｡

波多野勝治様(蓮田RC)お世話になります｡本日は､

よろしく御指導の程願います｡北斗星輝く貴クラ

ブの例会にMUできて光栄です｡

土橋藤男様(蓮田RC)お世話になります｡来る周年

行事､成功をお祈りします｡

武藤倫雄様(蓮田RC)勉強させていただきます｡本

日は､よろしくお願いいたします｡

秋葉功四郎様(蓮田RC)本日は､よろしくお願い致

します｡

横田　元　会長　皆様こんにちは｡蓮田ロータリーク

ラブの皆様ようこそおいで下さいました｡本日の

卓話､浦和ロイヤルパインズホテル総支配人小賀

与敬様よろしくお願い致します｡

鈴木義男会長エレクト　本日の卓話｢浦和ロイヤル
パインズホテルの歩み｣ ､総支配人小賀与敬様宜

しくお願いします｡蓮田ロータリークラブの皆様

ようこそ｡

星野和央会員　蓮田ロータリークラブの皆様､多勢

のメーキャップ有難うございます｡ツアーを企画

して勉強しようという試みを私たちも学びたいと

思います｡

金子　努会員　かみさん孝行で京都･大阪に行って

来ました｡外人客が多く､大変でした｡

篠原唯史会員　本日の卓話は､浦和ロータリークラ

ブ会員､浦和ロイヤルパインズホテル総支配人古

賀与敬様にお願いいたしました｡よろしくお願い

いたします｡蓮田ロータリークラブの皆様歓迎申

し上げます｡

浅見　定会員　皆様こんにちは｡浦和ロイヤルパイ

ンズホテル総支配人小賀与敬様､本日の卓話よろ

しくお願いします｡

内田康信会員　浦和ロイヤルパインズホテル総支配

人小賀与敬様､本日の卓話宜しくお願いします｡

蓮田ロータリークラブの皆様､いつもお世話にな

ります｡たくさんの方ようこそ｡ご歓迎申し上げ

ます｡

斉藤忠治会員　蓮田ロータリークラブの皆様､多数

のメーキャップありがとうございます｡歓迎いた

します｡

園谷昭吾会員　ゴールデンウイークも連日晴天に恵

まれ､終了しましたが､皆さんは如何お過ごしで

したか｡私は毎日､留守居が多く､何も目ぼしい

事がなく過ごしました｡

今日の卓話､浦和ロイヤルパインズホテル総支配

人小賀与敬様､何かにつけ大変お世話様です｡よ

ろしくお願いします｡又､蓮田ロータリークラブ

の皆様､多勢でご来場下され有難うございます｡

町田信行会員　浦和ロイヤルパインズホテル総支配

人小賀与敬様､本日の卓話よろしくお願い致します｡

お客様ようこそ!!

富樫　孝会員　蓮田ロータリークラブの皆様､いつ

もお世話になっております｡歓迎申し上げます｡

浦和ロイヤルパインズホテル総支配人小賀与敬様､

本日は､お忙しい中､卓話ありがとうございます｡

吉田律子会員　皆様今日わ｡夏陽がやって来ました｡

災害に気をつけて非常事を想定して生活しなければ

と思います｡ゴールデンウイークの過ごし方も各人

各様でした｡五月は総会々々で時間が精いっぱい｡

仕事と色々でひと月はあっという間に過ぎて行きます｡

ガンバリます｡よろしく｡

上野拓也会員　｢浦和ロイヤルパインズホテルの歩

み｣ ､浦和ロイヤルパインズホテル総支配人小賀

与敬様よろしくお願い致します｡蓮田ロータリー

クラブ副会長波多野様､武藤様､秋葉様､白様よ

うこそおいで下さいました｡歓迎申し上げます｡

山中重則会員　本日6:45成田着でプノンペンから帰

って来ました｡現地で､西日暮里でキャバクラを

5軒経営している会社の重役2人と仲良くなり､

楽しい夜を過ごしてまいりました｡先輩方､私が　　(

お誘いした時にはお付き合いお願いします｡

繰越金1,199,000円　本日42,000円　計1,241,000円

出席報告
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例会日　毎週火曜日12:30-13:30　　会　長

例会場　浦和ロイヤルパインズホテル　会長エレクト

TEL 048-827-1111　　　　　　　副会長

墓琵掌る　事務局さいたま市浦和区高砂2-4-3　幹　事
口~タリ~　　　　内田ビル3階〒330-0063　　S A A

TEL 048-81 4-0450

FAX 048-81 4-0460

副幹事
クラブ広報委員長

元男治夫央渉裕

義忠敏和

田木藤水野崎横鈴音清星岡森


