2022年9月27日発行・編集：三浦

【大和ロータリークラブ活動方針： つながろう やさしい未来のために】
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第2790回 2022年9月13日(火)
司
斉

会 / 三浦 高義 君
唱 / 「我等の生業」 Ｓ. Ｌ. /

ゲスト

/

植松 朗代 君
スターバックスコーヒージャパン（株） 児島貴弘様

ビジター / 座間ＲＣ 会長 樋田一徳様

吉岡 善一 会長
本日のテーマ：「 DEI」
「DEI」とは、多様性、公平性、包括性のことを言います。多様性については、すでに憲法にも
書かれています。
■DEIの歴史
DEIが発祥したのは、アメリカの企業です。人種差別に関する法律ができ、実際に、黒人女性に多額の賠償金を企業が支払ったこと
があります。その結果、がまんして多様な人を雇うことになりました。商品も多様性が好まれるようになり、同じ多様性を持った従業員
を雇う必要が出てきました。
一方、日本では、人種よりも、女性の活用が問題となっていました。
■ロータリーとDEIについて
ＤとＥとＩは、一つの連続です。多様性とは、性別や障がい者を「認める」ことです。そして、入会の機会を与えることによって、会員増強
に結び付きます。現在では、主婦や退職者、法人会員も認められています。主婦が会員になるには、一時保育の問題を解決すること
によって、入会が実現できるようになります。
まとめ：「DEI」の考え方に従って、会員増強とクラブ活性化を実現しましょう！

相原 聰 幹事
【報告】 ★9月27日（火）の例会は、絵画コンクールの審査会です。予定を変更し、移動例会と
いたします。場所は、高座渋谷 清風です。★9月のロータリーレートは、１㌦139円です。
★やまと産業フェア2022 ウエブ出展に申し込みいたしました。詳細は、また改めてご連絡いたします。
★タウンニュース秋の全国交通安全運動の協賛記事を申し込みいたしました。
★10月16日（日）相模原市民会館にて地区大会を開催いたします。
★青森県大雨災害の義援金の協力が届いております。ご協力頂ける方は、
1,000円以上でよろしくお願いいたします。

【ポスティング】 ★次第 ★週報 ★ガバナー月信
【回覧】 ★木曜ICTでしょう オンライン勉強会開催のご案内 ★ロータリーの危機管理について ★ロータリー
★大和市民まつりオンラインの開催結果について（報告）★赤い羽根 共同募金への御協力のお願い

卓 話
「のめりこむようなコーヒー体験」
スターバックスコーヒージャパン株式会社
児島 貴弘（こじま たかひろ） 様

皆さま、こんにちは。児島貴弘と申します。
東京の中目黒にあります「スターバックス リザーブ ロースタリー 東
京」という店舗にて、焙煎チームの責任者をしております。
学生時代は東京農業大学の国際農業開発学科で、熱帯作物学
を専攻しておりました。実はコーヒーも熱帯作物の一つです。大学
のカリキュラムでコーヒーに触れる機会があり、もうちょっとコーヒー
を勉強してみたいと思い、大学3年が終わり1年間休学し、同級生
と3人でブラジルに渡り、ファームステイをしました。ブラジルのミナ
スジェライス州にある、日本人の経営しているコーヒー農園に１年
間おりまして、帰国して1年間復学した後に（株）ブルックスファー
ムコーヒーに入社し、コーヒーの生豆の品質管理やコーヒーの焙
煎、機械のメンテナンスを7～8年行いました。
スターバックスには2007年に入社し、お店で提供しているビバレッ
ジ類やフード類を作っていただいてる会社様の管理、実際に工場
に出向いて工場監査をする仕事もしていました。あとは日本全国
1700店舗の衛生監査もしておりました。2015年頃から、東京ロース
タリーのプロジェクトに入り始めまして、2019年の2月28日に中目黒
にオープンし、現在そこで働いております。
～まずはコーヒーの試飲タイム～
スターバックスのコーヒーテイスティングの方法をご紹介します。
いつも私達は四つのステップを踏んでいます。
実際に皆さんとコーヒーテイスティングを行っていきましょう。
まず一つ目です。香りを嗅ぐ。コーヒーカップを鼻の近くに近づけ
ていき、カップをもう一つの片手で覆ってください。そのときに深く
息を吸い込みます。それでコーヒーの香りをまず嗅いでいきます。
次は二つ目のすすって飲む。『すする』というのはこんな感じでい
つもやっています。 ～すする実演～
おそばを食べるような感じですかね。すすることで舌全体にコー
ヒーを広げる。香りの広がりや、そのコーヒーに含まれる味の繊細
さというのが普通に飲むときと感じ方が違うと思います。
三つ目は、舌の上に広げる。舌の上に広げることでそのコーヒー
の全体の印象が感じられるようになります。コーヒーを舌に広げた
ときに、口の広がりの中にはどんな重さがあるのか、軽さがあるの
か、というのがその段階で分かります。
四つ目は、自分の言葉で表現する。私達はその特徴をコーヒー以
外でも例えて表現するようにしています。例えばコロンビアのコー
ヒー豆が入っていますので、実際に口に含んで飲んでみますと、
ちょっと香ばしいナッツ感のような感じがしたりします。インドネシア
も入ってますので、若干、大地の様なスパイシーな感じがこのコー
ヒーには感じられる、というふうな感じ方をしています。これには正
解はなく、皆さんの感じた通りがまさにそのコーヒーの味わいに
なっているかと思います。

表現の四つについては、「香り」「酸味」「コク」「風味」と4種類ござ
います。
「香り」はその名の通りコーヒーから立ちのぼる香りなので、先ほど
申し上げましたようにナッツ感だとか、スパイス、フローラルなコー
ヒーの香りを感じるものも中には入っております。
「酸味」というのは、ペーハーとかではなくて、コーヒーに感じられる
弾けるような酸味とか爽やかさというのが、実はこのコーヒーの中に
含まれてます。これで酸味どのぐらいなんだろうなっていうのが、こ
こで感じることになってきます。「コク」は、舌の上に広げたときに感
じる重さです。重く感じるコーヒーなのか軽く感じるのか。
そして「風味」は最終的に全体的な印象を表すようになります。
ではここから、「のめり込むようなコーヒー体験」ということで、私達
はどんな思いで、どんな価値観を持って仕事をしているかをお話
していきたいと思います。
まず私達の思いですが、常に他にはない、他では体験できないよ
うな唯一無二の体験をお店の中で作り出していきたいと考えてお
ります。一番大切にしてるのは人との繋がりです。スターバックスは
1971年からスタートし現在に至るまで、様々な商材とサービス、そ
れから人に対しても色々な付加価値を高めてきた会社であると
思っています。
私たちはよくサードプレイスという話をしますが、三つの場所という
のは一つ目がご家庭です。二つ目が、職場。三つ目がサードプレ
イス。要はリラックスできるような場所をぜひ作っていきたいというの
が、スターバックスのいうサードプレイスになります。いらっしゃるお
客様もそうですが、そこで働いている従業員、私達はパートナーと
呼びますが、全てのパートナーに対して成長の機会を与えてい
く、ということも強く思っていることであります。
ロゴマークにつきましては、初めは上にSTARBUCKS、下に
COFFEE TEA SPICES と文字が入っていましたが、今現在は文
字がないロゴマークに変化してきております。
これはコーヒーだけでなくティーも、フード、サービス、地域への活
動も含めて幅広くやっていきますよ、という意味で2011年に
STARBUCKS COFFEEという文字が抜けました。
ちなみにスターバックスという名前の由来ですが、「白鯨」という長
編小説（1851年）に出てくるスターバックという一等航海士から来て
います。
次に「Our Mission & Values」のお話をさせていただきます。
ミッションとバリューと、二つございます。私たちのミッションは、
OUR MISSION
人々の心を豊かで活力あるものにするために―
ひとりのお客様、一杯のコーヒー、そしてひとつのコミュニティから
というものになります。

こういったミッションを掲げながら、私達はどんな形でお仕事をして
いるかというのが、Values（私たちの価値観）です。四つあります。
OUR VALUES
①お互いに心から認め合い、誰もが自分の居場所と感じられるよう
な文化をつくります。
②勇気をもって行動し、現状に満足せず、新しい方法を追い求め
ます。スターバックスと私たちの成長のために。
③誠実に向き合い、威厳と尊厳を持って心を通わせる、その瞬間を
大切にします。
④一人ひとりが全力を尽くし、最後まで結果に責任を持ちます。

お互いが心から認め合うというのは、一緒に働くパートナーの成長
もそうですし、いらっしゃるお客様はパートナーのことも知りたいで
しょうから、そこから繋がりが生まれるというのがまず一つ目のところ
です。
勇気を持って行動するというのは、例えばお店でお客様がコーヒー
をこぼしてしまうという場面によく出くわすのですが、コーヒーをこぼ
されたお客様に対して、新しいコーヒーをすぐに提供する。その場
で自分が何ができるのか、常にベストな行動をするというところが二
つ目です。

最後に私が働く店舗 「スターバックス リザーブ ロースタリー 東京」
の紹介をさせていただきます。ロースタリーとしては世界で6店舗中
5番目の店舗で、中目黒で営業しております。
（シアトル、上海、ミラノ、ニューヨーク、東京、シカゴの6店舗）
私のチームは、本日お飲みいただきました「東京ロースト」という
コーヒー豆を含め、2種類のコーヒー豆を製造し、日本国内も含め
海外の一部店舗に出荷をしています。
この店舗は4階建てで、コーヒーをメインに楽しめるスペースもあれ
ば、ティーだけにフォーカスしたエリアもあります。また、アルコール
が飲めるスペースがあるのも特徴で、コーヒーを利用したデザイン
カクテルを提供しています。
他にはセッション、イベント、コーヒーセミナー等、色々な体験をお
客様にしていただくスペースがこの中目黒の店舗にはございます。
今までお話した「Our Mission & Values」というものをどうやって体現
していくかというところを、私たちチーム、それから世界に通じながら
進めております。
ぜひスターバックスにお越しいただいた際には、こんなことを話して
いたな、と思い出していただきながら、おいしいコーヒーを飲んでい
ただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。

誠実に向き合い、威厳と尊厳を持って心を通わせる、その瞬間を大
切にします、というのは、同じく人との繋がりというところが非常にカ
ギになると思います。
一人ひとりが全力を尽くし、最後まで結果に責任を持つというのは、
会社の中での立場や役職等、色々ありますが、一人ひとりのパート
ナーさんがオーナーシップを持ってサーバントリーダーシップを発
揮していきながら、新しいことにどんどんチャレンジしていく、そうい
う環境を創り、教育をしていく、というところを常に私たちは目指して
います。
スターバックスはマニュアルがないという話がありますが、全くゼロで
はないです。ドリンクを作る等に関してはマニュアルはもちろんあり、
一定の品質を出すことが大切ですが、一人ひとりにちゃんと向き合
いながら自分自身のオーナーシップを発揮し、ともに成長して繋
がっていくということについては、正直申し上げてマニュアルはあり
ません。
自分たちでしっかり考えて行動する、その行動した結果がどんなと
ころに繋がるかというところをしっかり考えてほしいというのが
「Our Mission & Values」の中に含まれています。

「東京ロースト」をおいしくいただきました

「スターバックス リザーブ ロースタリー 東京」
一度訪れてみたいですね！

本日の写真トピック

同好会
報告
出席報告

親睦委員会

親睦委員会

３ミニッツ 三浦会員

塚田会員 ご本人と奥様のお誕生日

増会員

松川会員

谷田会員

固形シャンプーについて

（4日違い！）おめでとうございます！

https://yamato-rc.org/
本日 \9,000

スマイルBOX

累計 \127,273

◆座間ＲＣ 会長 樋田一徳様／こんにちは。本日は、吉岡会長から
お誘い頂きお言葉に甘えて伺わせて頂きました。児島様のお話しを
楽しみにしております。宜しくお願い致します。
◆会長 吉岡善一会員／児島様、本日はおいでいただきありがとう
ございます。コーヒーのお話しを楽しみにしております。樋田会長
ようこそおいでいただきました。ごゆっくりどうぞ。
スマイルBOX

◆古木通夫会員／カードの不正利用、スキミングにあい、
いろいろメンドウな目にあっています。

桑原会員

◆増正之会員／スターバックスコーヒージャパンの児島貴弘様、卓話宜しくお願い致します。座間ロー
タリーの会長 樋田一徳様よくいらっしゃいました。
◆冨岡弘文会員／児島様、スタバは楽しいので卓話も楽しみです。樋田会長には大変助けて頂いて
おります。ＡＧの活動はクラブ巡りと委員会で、あっという間に時が過ぎますが、出会いが多く充実して
います。
◆森川良三会員／コーヒーと座間クラブは大好きです。来てくれてありがとう。
◆伊藤健司会員／スターバックスコーヒージャパン（株）児島様、本日の卓話よろしくお願いします。三
度の飯よりコーヒー好きの小生です。今から楽しみでなりません。
◆本田誠一会員／スターバックスコーヒージャパン株式会社 児島様ようこそおいで頂きました。卓話
楽しみにしています。座間ロータリークラブ会長 樋田様、大和ロータリークラブの雰囲気をお楽しみ下
さい。毎週楽しい例会、会員の出席率を高めましょう。
◆谷田健雄会員／児島様、本日はようこそおこし下さいました。お話しを楽しみしております。
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時間
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プログラム

10月 4日（火）

12：30

2792

10月11日（火）

―

―

10月16日（日）

12：30

2793

RI 第2780地区 地区大会 （相模原市民会館）

10月18日（火）

12：30

2794

第4回クラブ協議会 「地区大会を終えて」

例会日

会員数

9月 6日

34(5)

9月 13日
9月 27日

回

卓話 橋本はづき様 ヨガ講師 「未病改善」
取り止め例会 （祝日週）

出席

出席％

欠席

欠席者名

前々回

25

78.13

7

中戸川・森川・川本・山田・丸茂・塚田・鳥飼

34(5)

前回

23

74.19

8

中戸川・石井・川本・原田・山田・引田・丸茂・鳥飼

34(5)

本日

