
《ゲスト》

　沼山　國男　様 (八戸パークホテル顧問 )

《ビジター》

　小渡　康朗　様 (八戸ＲＣ)

　

《会長要件》榊会長

　いよいよ来月 4 月 19 日は 40 周年記

念式典・祝賀会となります。間近に迫っ

て参りましたが昨日、式典・祝賀委員

会の会合を開き細部にわたって詰めの

段階に入ってきました。実行委員会も

来週からは毎週開催し、滞りなく当日

の式典・祝賀会を迎えたいと思います。

　先週東京に用事がありそのついでにメラニーさん

の事務所によってきました。メラニーさんは多忙の

為お会いする事は出来ませんでした。月の半分はオー

ストラリアに帰っていると言う事でしたが、その日

は「鹿児島での会議があり申し訳ありません」との

お言づけがあり、普段電話でやり取りしている坂上

さんと、事務局長の北岡さんと言う方に会い、オー

ストラリアの会頭として月一回発行していると言う

機関誌を頂いて来ました。全編英語で私には分かり

ませんが事務局に置いておきますのでご覧になって

ください。また、当日の様子を撮影して記録に残し

ても良いか、インターネットに載せても良いかと問

い合わせたところ、良いのではないかとの回答を頂

いて来ました。

　先日来 40 周年の PR の為メーキャップをしてきま

したが、熊谷式典・祝賀委員長には五戸 RC へ、長嶺

総務委員長には三戸 RC へ、伊藤幹事からは名川 RC

と北 RC へ、そして私が八戸 RC と東 RC、中央 RC へ

と出向き、多くの参加を呼び掛けてきました。もち

ろん記念講演の PR では、当クラブとのつながりの深

い交換学生で、30 年前に八戸に来ているので純粋の

八戸弁を使える方ですと PR してきました。最後に南

浦項会長の方斗成さんからも祝辞が届きましたこと

をご報告して終わります。

《入会式》

《新入会員紹介》スポンサー・伊藤幹事

新入会員のご紹介をします。大橋央雅

さん、株式会社ダイカツ専務取締役、

職業分類は合成繊維製品加工、年齢 30

才ととても若い方です。大橋さんとは

ある会合でご一緒した時に、学生時代

にローターアクトの経験があるとお聞きし、是非我

がクラブに入っていただかなければと推薦し、ご入

会に至りました。若くて元気な方ですのでクラブの

活性化の起爆剤になっていただけるものと期待して

います。皆様よろしくお願いします。

《新入会員挨拶》大橋央雅会員

　この度入会させていただきました、ダ

イカツの大橋と申します。まだ 30 歳に

なって一か月、若輩者ですが何卒ご指導、

ご鞭撻、よろしくお願いします。
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《出席報告》田守副委員長

正会員数 44 名。本日の出席は免除

会員５名を含む 29 名。出席率 74％

です。前々会の例会は、任意休会

でした。
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４）みんなのためになるか どうか



覧になってください。沼山様は各料理学

校において数多くの後進のご指導をされ

ており、八戸白鴎ライオンズクラブでは

次年度の会長に決まっているそうです。

二度目の会長とお聞きしていますが、各

分野でご活躍されている沼山様のお話をごゆっくり

お聞きください。

《ゲストスピーチ》沼山國男様

　格式、実績のあるロータリーさんの例

会にお招きいただき本当に有難うござい

ます。緊張しております。古いメンバー

の方もいらっしゃいますので昭和 48 年に

こちらに来て以来いろいろお世話になっ

ております。私は今日、白衣で来ておりますがこれ

は陳建民の遺訓と申しますか、白衣をきちんと着な

さいと言う事で陳建民の息子の陳建一もどこへ行く

のにも白衣です。

　この後、料理の世界へ入ったいきさつ、陳建民氏

との出会い、陳建民氏の教え、陳建一氏とのエピソー

ドを交えながら、八戸に来て八戸の人の口に合う味

にするまでのご苦労、中国旅行での思い出、珍しい

料理のお話などを頂戴しました。沼山様どうもあり

がとうございました。

《沼山國男氏略歴》

～職歴～

昭和 37 年 8 月　京橋雲楼、近鉄大飯店、池袋大飯店、

　　　　　　　 中野大飯店、池袋白雲閣にて修行

昭和 48 年 3 月　㈱八戸パークホテル中国料理長とし

　　　　　　　 て入社

昭和 58 年～　　㈳日本中国料理協会青森県支部長

平成 14 年　　　(本部理事 )

平成15 年 11月　㈱八戸パークホテル常務取締役総       

　　　　　　　 料理長

平成 17 年　　　㈱八戸パークホテル顧問として現在

　　　　　　　 に至る

～受賞歴～

昭和 62 年 9 月　第一回全日本中国料理コンクールグ

　　　　　　　 ランプリ　農林水産大臣賞

平成 6年度　 　青森県卓越技能者知事表彰

平成 14 年 5 月　青森県「食の達人」に認定

平成15年11月　青森県褒章

平成 16 年 5 月　陳建民中国料理アカデミー賞受賞

平成19年10月　「現代の名工」厚生労働大臣賞受賞

平成20年11月　黄綬褒章受賞

《奥様誕生日》

松田会員

《幹事報告》伊藤幹事

・先週皆様にご案内した新入会員候補者

の吉田賢治さんについてどなた様からも

ご異議がありませんでした。当クラブ定

款細則に則りまして、入会金を納める事

により当クラブ会員資格を得ると言う事

になります。紹介者の久保田さん、よろしくお願い

します。

・例会変更のお知らせです。

八戸北 RC 4 月 28 日 ( 火 ) 時間場所変更、八戸中央

RC 4 月 27 日 ( 月 ) 任意休会です。

・2014-2015 のライラセミナーの案内が届いていま

す。5 月 30 日 ( 土 )31 日 ( 日 ) の一泊二日、会場は

つがる地球村です。参加希望の方は事務局までご連

絡下さい。

・十和田東 RC の記念式典の出欠を回しています。参

加のご協力お願いします。

・40 周年記念誌に載せる会員名簿を回覧しています、

ご自分の所のチェックをお願いします。写真変更希

望の方は早めに申し出て下さい。

・4月のロータリーレートは 118 円です。

《ニコニコボックス》平光委員長

榊会長 : 平光親睦委員長、今日はよろし

　　　　くお願いします。

伊藤幹事 : 平光委員長、今日はよろしく

　　　　　お願いします。

赤穂副会長 : 平光委員長、よろしくお願

　　　　いします。

西村会員 :大橋会員、入会おめでとうございます。

大橋会員 :入会の許可をありがとうございます。

平光会員 : 本日親睦委員会担当例会です。沼山様よ

　　　　　ろしくお願いします。

奥様誕生日 :松田会員

《親睦活動委員会》平光委員長

　本日は日頃お世話になっております八戸パークホ

テル顧問の沼山國男様に卓話をお願いしています。

レターボックスの中に資料を入れてありますのでご
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