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会長挨拶   赤塚 弘實 会長 

 

皆さん、こんにちは！師走の月に入って何かと忙しい月に入り 

ました。元気にお過ごしでしょうか 

先日のことになりますが、うちの会社の車が交差点で青信号なのに 

右手から来た車と衝突する事故がありました。場所は天童ホテルさん 

の前の十字路でどちらも『信号が青だったので 進んだ』と譲らず、 

私も現場に駆けつけたのですが、警察の方も困っておりました。 

目撃した方を探したり、大変な事になったなぁと思っていた所 相手の 

車にドライブレコーダーが搭載されておりました。相手の方曰く、『これは 故障して今見る

ことは出来ない』と言うので 専門の方と警察の方立ち会いの下 『明日警察に来て下さい』

との事でした。夜も眠れず 恐る恐るビデオを見ると なんと言う事でしょう！相手の車が赤

信号なのに交差点に入っているではありませんか…。事態は急変して 相手の方は平謝りで 

後は皆さんの想像にお任せします。自分が安全運転していても 相手から衝突されてしまう現

実 気を引き締めて運転して行こうと思います、そして ビデオレコーダーの必要性を感じた 

2日間でした。 

本日のゲストをご紹介致します。蒲鉾で有名な株式会社鐘崎代表取締役社長の嘉藤明美さ 

んです。今日は足元の悪い中 仙台からお越し頂きました。ありがとうございます。 

嘉藤社長さんとは 大学が一緒で仙台の情報誌『りらく』の松本社長の紹介が縁で 今日に至

った所です。今日は『出会いを通して 自分を磨く』の演題で卓話を頂きます。私も工場見

学や鐘崎さんの歴史を学んで来ました。後ほど詳しくご紹介があろうかと思いますが、パー

ト入社から社長になるまでには、様々な困難な道程があったと思います 出会いと感動した

ことをお話して頂く予定です。宜しくお願い致します。 

12月の月になりますと 年次総会 クリスマス家族会と続きます。あと任期もあと半年…。 

始めの所信で申し上げた通り 役に立つ例会 ためになる例会として 志田プログラム委員

長と共に本日の様に、魅力ある例会にして行こうと思っています。皆さんの多くの出席を

お願い申し上げ、本日の会長挨拶とさせて頂きます。 

 

 

 



 

本日の卓話 

    「かまぼこの魅力を磨き未来に伝える」 

        株式会社 鐘崎 代表取締役社長 嘉藤 明美氏 

     

    皆様、こんにちは、株式会社 鐘崎 嘉藤で御座います。今日は 

   始めてロータリークラブにお邪魔します。少し緊張しております。 

 わたしの勝手で蒲鉾について宣伝をさせていただきます。 

 まず、私のプロフィールです。 

               

             鐘崎に⇒ 

 

 

 

 

  第二次世界大戦末期の昭和 20 年 7 月 10 日、仙台は大規模な空襲に遭います。焼野原と  

なった仙台で復興に向かっていち早く立ち上がった人々の中に創業者夫妻の姿もありまし

た。仙台駅前の露天市で、二人は魚のひらきなどを商う露天商を始めます。厳しい食糧事情

を背景に、品物は飛ぶように売れたと聞いております。二人は河原町の自由市場、東一番町

の中央市場へと店を移し、昭和 22年 2月 10日、東八番丁に住宅と工場を兼ねた小さなかま

ぼこ店を開きます。店の名前は「鐘崎屋」キクヨの生まれ故郷である、福岡県の鐘崎漁港に

ちなんで名づけた。従業員 7 名での船出でした。「鐘崎のかまぼこ」は全国水産練製品品評

会で数々の賞を受賞し技術的・品質的にも高い評価を受け、徐々に全国に広まってゆきまし

た。美味しいもの本当に良いものをお届けしたい。そんな想いを胸に日夜頑張っております。 

  私は鐘崎に最初パートで働きました、それは育児と介護の父を抱えていたからです。そし

て 2004 年に正社員となり皆さんと意見交換をしている内に販売促進部課長を命ぜられ、商

品開発に、幸せなことに、弊社の社員、スタッフたちは、みんな笹かまぼこが大好きです。

自分の会社を褒めるようで気恥ずかしいのですが、みんないつも「こんなふうにしたら、も

っとおいしくなるんじゃないか」とか、「こうすれば、お客さまに喜んでいただけるのでは

ないか」と考えています。そしてまた、それを実現しようとするチャレンジも続けています。

「我々は日本一笹かまぼこを愛する集団だ」と思いながら、日々試行錯誤しています。こん

なところも、弊社の魅力の一つだと思います。2007 年に社長室兼任・10 年企画開発部を命

ぜられ 11 年 3 月に社長より呼ばれ、いきなり取締役営業本部長に 14 年専務そして 16 年 3

月に代表取締役社長となりました。70 年という歴史をもつ会社の看板を背負うのだという

ことを考えますと、大変な重責を担っていることを痛感していると同時に、「自分は何がで

きるだろうか」と、これからに対する期待も膨らんでいます。弊社の企業理念は「おいしさ

楽しく」で、私自身この言葉がとても気に入っています。しかし、「楽しさ」を、どのよう

なカタチにすれば、お客さまの元に届けられるかを毎日考えて従業員 290名と共に成長して

いきたいと思います。 

「おいしいものは人を幸せにします。」 つくる人も。食べる人も。鐘崎はこれからも   

食文化創造企業として、よりおいしく、より幸せな明日を実現できるよう、歩みを重ねてま

いります。 

 



 

幹事報告   相馬 勝博 幹事 

 

1. 米沢上杉 RCより創立 55周年記念式典参加礼状届く。 

2. 例会終了後理事役員会を行います。 

 

   12月誕生日 

   相馬勝博さん 三瓶 誠さん 押野達男さん 五百澤 繁さん  

工藤一夫さん  鎌倉景昭さん  

誕生日おめでとうございます。 （ソフトドリンクで乾杯） 

 

 

委員会報告 

     ロータリー財団米山奨学会委員会  斎藤幸雄 委員長 

    ロータリー財団への特別寄付のお願い 12 月 13 日（水）事務局(瀬野)までよろしくお願

い致します。米山奨学会への特別寄付 40万円集まりましたありがとうございました。 

  

     地区社会奉仕委員会   武山 茂 委員長   

     21回目グローバル補助金を活用し「タイの子供達にキレイな水を」の下で７万ドル⇒日

本円 798万円で行う予定今回は 2回目なので簡単に行くだろうと思っていた所 9～10月

に 38校と面談して分かったことメンテナンスは出来ないと返答これはなぜ 12～13年前

に設置した浄水器が壊れ始めているためメンテナンスができない、今までは中国製を設

置、価格は安いが品質が不良のためでした。今回は日本製で設置しチェンマイ付近の 22

～30 校と契約を結び浄水器設置を行う予定。当クラブと 2800 地区が契約書にサインを

行い決定。来年 2月中旬頃タイ国チェンマイ付近の学校で贈呈式を行う予定です。ぜひ

当クラブからも多くの方参加をお願いします。 

 

     建勲神社宮司 鎌倉景昭さんより来年度の暦、会員皆さんに頂く 

   

  各種表彰 

       ガバナー賞      斎藤 栄一さん 

新米山功労者     相馬 勝博さん 

出席 30年間表彰    瀬野 芳雄さん 

出席 20年間表彰    赤塚 弘美さん  鞍掛 彰秀さん 

高橋 繁夫さん  武山  茂 さん 

 

ロータリー米山記念奨学会表彰 

二千万円達成クラブ表彰  天童東ロータリークラブ 

 

 

 

 

 



 

 

出席報告  永山和敏委員長 

本日会員 53名 出席者 43名 出席率 89.6％ 前々回出席率 83.3％に修正いたします。 

義務出席者 48名 

 

 

スマイル報告    報告者 半澤清彦 親睦・スマイル委員長 

 

・赤塚 弘実  今日は嘉藤社長様有難うございます。 

・相馬 勝博  誕生日がきて年金もらえるとしになりました。 

        嘉藤社長、本日の卓話宜しくお願いします。 

        先日のゴルフ愛好会でコンペ幸運にも優勝させて頂きました。 

   ・新関彌一郎  笹かまぼこ美味しゅうございました。ごちそうさま。 

・鞍掛 彰秀  天童なつメロ会 32年目の発表会無事終了ご協力感謝。 

        嘉藤社長さん雪の中、杜の都よりようこそ！ 

    

   ・志田 泰久  ㈱鐘崎嘉藤明美社長さんを大歓迎しますスピーチよろしくお願いします。 

   ・阿部 米位  鎌倉さん暦有難う御座います。平成 30年の運勢見てみますドキドキ！ 

   ・斎藤 栄一  ガバナー賞を頂き有難うございました。地区発展のため多大なる貢献賞。 

   ・武山  茂   地区表彰有難う御座います。本日嘉藤社長の卓話楽しみです。 

   ・佐藤  豊   娘が結婚しました。今月末にアメリカに行ってしまいます。嬉しさと寂

しさがこうさしています。 

   ・古瀬 正勝  嘉藤社長本日の卓話楽しみです。 

   ・米野 幸治  今日は美味しい笹かまをご馳走になり有難う御座います。今日の卓話楽

しみにして出席しました。 

   ・加藤 幸雄  結婚記念日 10/15の花を戴きました。（新会員の為遅れたという事で 12/4

届きました） 

   ・加藤  亨   12月 3日、40年目に入りました。お花ありがとうございました。 

   ・佐藤 英伸  天童東ロータリーの皆様お花ありがとうございました。 

   ・半澤 清彦  笹かま、ごちそうさまでした。 

 

 


