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会員数 100 名
MU 会員

出席者数 63 名

2017～2018 年度（第 3245 回会報）

出席率 70.8％

前回修正率 80.2％

印出井敏英会長 飯村悟幹事 助川通泰会員 森田浩敏会員 三井勝滋会員 石島洋会員
岡﨑善胤会員 渡邊肇会員 大矢裕啓会員 善林隆充会員 矢治和之会員 三野輪明人会員
熊本勇治会員 明賀一博会員 関口快太郎会員

旭野好紀会員（東京 RC）

熊本勇治会員（小山 RC）
ビジター紹介（親睦活動委員会

矢治和之委員長）

Chaivai Poonlapmongkol 様
（国際ロータリー3350 地区 パストガバナー（2015-2016）
Suneerat 様
野澤巧様

Patumwan RC）

（国際ロータリー3550 地区 パストガバナー夫人）

小林勇一郎様

久保康夫様

柳田尚宏様（真岡 RC）

檜山友紀菜様（(株)アキモ）
ラズ クマリ タマン様（米山交換学生）
安達佳奈子様（文星芸術大学附属高等学校 インターアクト部顧問）
山本丈リッカルド様 半田歩夢様（文星芸術大学附属高等学校

インターアクトクラブ）

堀田敦子様（宇都宮女子高等学校 インターアクト顧問）
野澤祐里奈様 柳原明日香様

岡愛七美様（宇都宮女子高等学校 インターアクトクラブ）

会長挨拶（印出井敏英会長）
本日は、タイ・パトムワンロータリークラブよりチャイワイパストガバナーご夫妻がお見えになって
おります。パトムワン RC は、RI 第 3350 地区に属し創立 34 年になります。チャイワイ様は、第 11 代
の会長 2015-2016 年度の地区ガバナーを務められました。今年度第 34 代会長は、女性のパーマンさん
です。現在、54 名の会員様がいらっしゃいます。国内はもとより、外国での奉仕・親睦にも力を入れて
活動されています。
宇都宮 RC との関係は、3 年前の足利 RC パストガバナー中谷先生の紹介か
ら始まりました。これまで 2 回 6 台の消防自動車を贈る事業を行いました。
昨年の 7 月 26 日は、両クラブで友好クラブの締結を行い、今後奉仕や親睦
活動を活発に行いたいと考えております。どうぞ、宜しくお願い致します。

インターアクト表彰（青少年奉仕委員会 熊本勇治委員長）
今回は一年間一生懸命頑張って下さった文星芸術大学附属高等学校より 2 名のインターアクター、宇

都宮女子高等学校 3 名のインターアクターが来訪されています。会長より感謝状を渡して頂き、これか
らも大学に向けて頑張って頂きたいと思います。
---

感謝状贈呈 ---

真岡ロータリークラブ

ご挨拶
ご紹介頂きました真岡ロータリークラブ次年度会長久保です。お時間を頂
き有り難うございます。こちらが次々年度会長の野澤です。次年度の幹事
小林です。SAA の柳田です。本日は次年度に向けて、憧れの宇都宮ロータ
リークラブさんの例会を是非見させて頂き、来年度の真岡ロータリークラ
ブ例会に向けて少しでも役に立たせて頂く様にと、お邪魔致しました。又
来年度は 60 周年という記念式典がございます。11 月 11 日に行います。是

非その際には宇都宮ロータリークラブさんスポンサークラブとして沢山の方々にご参加頂ければと思い
まして、お願いに参りました。今後とも宜しくお願い申し上げます。
幹事報告（飯村悟幹事）
先週、東京ロータリークラブの例会にお邪魔致しました。お客様の数が 45 名で、びっくり致しました。
今日当クラブでは 15 名のお客様をお迎えすることが出来ました。沢山の人で賑わう例会です。本日は、
パスト会長会議を｢存じやす｣で行います。来週は第 1 例会で、理事会がございます。第 2 例会はクラブ
奉仕委員会委員長の報告、第 3 例会は職業奉仕・社会奉仕・青少年奉仕・国際奉仕 4 つの委員会委員長
の報告例会です。最後の例会は、会長からのお話です。残り 1 ヶ月となりましたが、頑張って参ります
ので宜しくお願い致します。
ニコニコボックス委員会（金成倫委員長）
誕

生

祝：三野輪明人会員

荒井規雄会員

大矢裕啓会員

Chaivai Poonlapmongkol 様：今日の訪問では、大変お世話になりました。バンコク・パトムワン
ロータリークラブと宇都宮ロータリークラブの末永いフレンドシップ
を宜しくお願い致します。
真岡ロータリークラブ様：次年度役員 4 名で、お邪魔させて頂きました。宇都宮ロータリークラブ様
には、創立以来大変お世話になっております。今後とも宜しくお願い致し
ます。
石島洋会員：東京ロータリークラブの例会で、国民栄誉賞を受賞された羽生善治竜王にお目にかかり
ました。ロータリークラブに入っていて良かったと、熟々思いました。
田中康明副 SAA
3350 地区のパストガバナーチャイワイ様が、来られております。国際奉仕委員長善林委員長より、ご
紹介をお願い致します。
国際奉仕委員長 善林隆充委員長
ここでチャイワイさんをご紹介致します。会長の挨拶とほぼ同じ内容です。3 年前消防自動車を寄贈す
る際に、タイのパトムワンロータリークラブを紹介して下さったのが中谷ガバナーです。その時ガバ
ナーがチャイワイさんでした。チャイワイさんは｢全部俺が仕切る｣という方です。消防自動車の届け
先も、チャイワイさんが決めております。私はタイへ 4 回いっておりますが、全てチャイワイさんが
担当して下さいました。来月早々に消防自動車 4 台がタイへ引き渡されますので、事業は完結すると

思います。来年もこの事業を続けようと思っています。チャイワイさんと打合せをさせて頂き、継続
事業として残ると思います。
チャイワイ様
皆様、こんにちは。印出井会長・パストガバナー 宇都宮ロータリークラブ会員の皆様 そしてご来賓
の皆様。本日、貴クラブの例会に出席させて頂く事そして一言申し上げるチャンスを頂いた事に、凄
く感動をしております。2550 地区は、4 年前から存じております。2015 年、3350 地区のガバナーエ
レクト国際協議会で中谷ガバナーにお目にかかりました。以来ご厚意にして頂いております。中谷先
生は、ご存じの通り大変友好的で親切な方です。35 年間の小生のロータリー人生で、タイ国内はもと
より世界各国で例会・国際会議・セミナー等に参加をして参りました。しかし、今日は少し興奮をし
ております。本日は、大変友好的な宇都宮ロータリークラブの例会に出席出来ることを嬉しく思って
おります。印出井会長 クラブ役員の皆様 会員の皆様に姉妹のクラブ調印頂きましたこと、数々のプ
ロジェクトを推考し又更に数台の消防自動車を寄贈して下さり、心より厚く御礼を申し上げたいと思
います。消防自動車は消火活動のみならず、渇水期の給水や農業用水の配水等、多岐にわたり各地で
稼働しております。最後に印出井会長 岡﨑会長エレクト 善林会員 熊本会員 旭野会員、何度もタイ
におこし頂き有り難うございました。我々の友好親善が今後とも続くことを祈願しつつ、地域への貢
献を一緒に致しましょう。有り難うございました。熊本さんの事は、以前から存じておりました。10
月に来る予定がありますので、是非又皆さんとお会いすることを楽しみにしております。
プログラム紹介（プログラム委員会

松本春枝委員長）

後半の卓話は、会員卓話です。本日は、(株)アキモの秋本会員にお話を頂きます。藤沢市のご出身です。
東京理科大学をご卒業後、秋本食品(株)にご入社されました。1989 年栃木秋本食品(株)、1993 年同社代
表取締役に就任されました。2006 年 3 月｢野菜を美味しく、楽しく、沢山食べて頂きたい｣を経営理念に
かかげ、漬け物の枠を超え広く野菜をテーマにした食品加工業をめざし、アキモブラウンドを立ち上げ
ました。本日は、（株）アキモの地域貢献活動というテーマでお話を頂きます。
卓話 ｢ (株)アキモの地域貢献活動 ｣
(株) アキモ代表取締役社長

秋本 薫

会員

（株）アキモの秋本と申します。地域貢献活動という事で、漬け物だけ
で無く色々な活動をしています。この地域貢献活動をご紹介したいと思い、
卓話を頂きました。お手元に第 17 回あじさい祭りのパンフレットがある
と思います。来月 6 月 10 日（月）に開催されます。場所は石井町です。
2,000 人から 3,000 人位の方がいらっしゃいます。皆様のご来場をお願い
致します。
只今ご紹介を頂きました様に神奈川県藤沢市で生まれました。東京理科大学理工学部を卒業しまして、
秋本食品（株）に入社しました。これは、藤沢市にあります。栃木に来ましたのが 1989 年栃木秋本食品
という会社でした。これは、アキモの前身栃木秋本食品という名前でした。入社しまして販売部長・取
締役を歴任し、1993 年 8 月代表取締役に就任しました。2006 年 3 月｢野菜を美味しく 楽しく 沢山食べ
て頂きたい｣を経営理念にかかげて、漬け物の枠を超えて広く野菜をテーマにした食品加工業をめざし、
アキモブランドを立ち上げました。アキモという会社は現在資本金が 5000 万円、設立が 1960 年 6 月 10
日です。現在は、朝漬けがメインです。最初の頃は、らっきょの加工・原料工場としてオープンしまし
た。売上高は昨年 3 月末時点で、26 億 1300 万円です。年間製造パック数、2000 万パック、従業員数は
176 名、主な販売先はセブンイレブン・イトーヨーカ堂さんをはじめとする大手スーパー、栃木県内で

はオータニさん、かましんさん、ヨークベニマルさん、福田屋さんに納入しております。商品としては、
この様なレパートリーがあります。会社としては、カップ商品に力を入れております。更に一人一人分
の浅漬けを作り、15 年位経ちました。最初は割高で中々売れなかったのですが、3 年ぐらい前から突然
売れ始め、今ではセブンイレブンさんでも取り扱って頂いております。容器は一緒ですが、セブンイレ
ブンさんの場合は｢セブン＆アイ｣になっており、アキモの名は小さく分りづらいと思います。グループ
としては、神奈川県が本拠地。｢味の逸品秋本｣というブランドは、おおもとのロゴマークです。これは
湘南工場です。静岡秋本食品があります。又鎌倉秋本、これは鎌倉の八幡宮の参道にお店を出しました。
お土産や漬け物を中心に売っている売店です。（株）アキモはブランドを変えまして｢自然でしょ。
AKIMO｣というロゴマークにしました。社名を変えることは、大変な事です。慣れ親しんだ｢味の逸品秋
本｣というマークから、誰も知らない｢アキモ｣に変えるのは非常にリスクが大きいという事を後になって
感じました。変えて 10 年経過し、認知度が高まってきました。創業が昭和 8 年、藤沢市でたくわんの製
造を始めました。江ノ島の旅館にたくわんを売り歩きました。元々、大根農家でした。大根を売ってい
ても安くて駄目だと、日本一の練馬大根の生産地へ｢たくわん｣の漬け方を教わりに行き、三浦大根と練
馬大根を合わせて、秋本大根という品種改良をして作り始めました。栃木では最初、キヌ川食品という
名前でした。昭和 35 年当初宇都宮清原地区を中心に鹿沼の方まで、ずっと｢らっきょう｣畑でした。らっ
きょうの産地のど真ん中に工場を建てました。らっきょうを両切りするのに、日本ですと 1 キロ約 500
円、中国では 1 キロ 15 円から 20 円でした。今ではだんだん値上がりし、100 円を超えています。従っ
て、両切りを中国から他の国へ移している過程です。これは浅漬けをスタートした頃の写真です。先ず、
素手で触っています。頭を三角巾でおおっていますが、髪の毛が出ています。窓や扉は、開いています。
この頃は、これでも良かったのです。正直袋の中に入れる水は、只の塩水でした。それでも、飛ぶよう
に売れていました。この頃から日本が高度成長し、女性が漬け物を作っている場合では無いと、塩水の
胡瓜や大根の漬け物が飛ぶように売れました。2006 年（平成 18 年）旧来の漬け物のイメージを一新し
ようと（株）アキモという名に変更しました。経営理念につきましても｢野菜を美味しく楽しく沢山食べ
て、全ての人に健康になって頂きたい｣と、ロゴマークを一新してスタートしました。今は、漬け物だけ
では駄目だと野菜をペースト状にしまして、これを乳酸発酵させニンジン・トマト・カボチャ・ほうれ
ん草と 4 種類の野菜ピューレーを発売し、野菜の入ったジェラートを発売しております。他に、パン・
麺・プリン・ゼリー・マフィン等を作ろうと考えています。全てのスイーツや小麦関係製品等に野菜成
分を入れることによって、いつかはヒットするのでは？と思っています。当社は 170 人の社員がいます
ので、部署も原料・製造・セールス・総務・経理等に別れています。平均年齢は、社員だけですと約 32
歳です。これからの会社だと思って、温かい目で見て頂きたいと思います。
地域貢献活動をどの様にしているかという事で、ビデオを作りました。それを、見て頂きたいと思い
ます。
----

ビデオ ---

一部なのですが、色々なことをしています。これは、あじさい祭りです。当社では一番大きな
イベントです。サッカー大会・工場見学は、10 年以上続けております。手作りキムチ教室・
栃木県漬け物グランプリ・夏休み図書館イベント・アレンジレシピ・宇都宮大学インターシップ・
下都賀農協の農業経営塾・餅つきイベント・スポーツイベント・トライヤスロンイベント等です。
来月 6 月 10 日（日）第 17 回あじさい祭りを開催します。お手すきの方は、是非ご来場下さい。
本日は、どうも有り難うございました。

＝今日の食事＝

松花堂弁当
ゴボウの稲荷揚げ・ナスのはさみ揚げ・玉目さつま揚げ・タラの芽
レモン
玉子焼・梅クラゲ・シルバーゆず・みそ焼き・オクラ胡麻和え・花蓮根
焼もろこし・とりごぼう山椒・若草道明寺さくら麩・サヤ銀あん
菜めし・錦末たまご

＝卓話予定＝
【5 月】
5 月 29 日

会員卓話

秋本薫会員

（株）アキモ

代表取締役社長

｢（株）アキモの地域貢献活動｣
【6 月】
6月 5日

仲村久代様

認定特定非営利活動法人サバイバルネット・ライフ

～子供の貧困と DV～

6 月 12 日

1 年を振り返って

6 月 19 日

1 年を振り返って

6 月 26 日

1 年を振り返って

会報担当：加藤 雅敏 会員
画像担当：小林 健二 会員

印出井敏英会長

飯村悟幹事

