第 1458 回例会

2017 年 3 月 28 日(火) 12：30 開会点鐘 番伊にて ロータリーソング｢それでこそロータリー｣

ゲスト卓話 七尾市産業部観光交流課長
第 1457 回例会(3/21)報告
進行：姥浦敏明 副 SAA
◎開会点鐘
◎会長挨拶 戸田 会長
伊勢神宮への親睦旅行、お疲れ様でした。2 日間、
天気にも恵まれ、大変楽しい旅行でした。とりわけ、
田中クラブ奉仕委員長、増田さんには大変お世話にな
りました。ありがとうございました。
さて、伊勢には何度も足を運ばれている人もいるか
と思いますが、簡単に説明しますと、内宮・外宮を含
めて 125 の社を総称して「神宮」と呼んでいるそうで
す。従業者数は約 600 名で、そのうち約 100 名が神職
です。今回、正式参拝をしてまいりましたが、その時
に戴きましたお札等がありますので、皆さん御覧くだ
さい。ご存じのように内宮は皇室の御祖先とされる天
照大御神をまつり、
「皇大神宮」と呼ばれ、外宮は衣食
住を始め産業の守り神とされる、豊受大御神をまつる
「豊受大神宮」が正式名です。拝礼をする社殿の前は、
凛とした空気に包まれ、こころが洗われる気持ちにな
りました。とにかく、3 連休の中日ということもあっ
て、大変な人出でありましたが、参加された皆さんの
ご協力のお蔭で、事故もなくスムーズに旅を終えられ
たことに感謝いたします。
本日もたくさんの出席ありがとうございます。
◎幹事報告 寺田 幹事
・例会後、クラブ運営審議会の開催
◎委員会報告 田中 クラブ奉仕委員長
・4･5･6 月誕生月会員と新会員へお楽しみ券のお渡し
お楽しみ券は、５月末日までにご使用願います!!
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◎出席報告 長坂 クラブ奉仕委員
会員総数 49 名(内、出席規定適用の免除者 4 名)出席者 35 名
メークアップ 第 9 回理事会(2/28)承認分
3/9 特別支援学校卒業式：戸田
3/18-19 親睦旅行 ：戸田、伊藤、山田、今井富夫、井田、
間蔵、所司、中野、多田、桑原、姥浦敏明、松井、
木下徳泰、茶谷、岡崎、田中
◎ニコニコ箱紹介

田中 クラブ奉仕委員長

戸田 親睦旅行おつかれ様でした。身も心も清めて帰
ってまいりました。中出君、卓話よろしく。
中出 今日はなんとか 30 分がんばります。ご清聴のほ
どよろしくお願い致します。
鳥畑 中出さん卓話ありがとうございます。
間蔵 大変楽しい伊勢旅行でした。皆様ありがとうご
ざいました。中出君、卓話ご苦労様でした。
徳永 春のお彼岸です。もうすぐ桜ですね。中出君、
卓話ごくろう様。
桑原 伊勢志摩親睦旅行楽しみました。お世話いただ
いた委員会の皆様ありがとうございました。中出さ
ん卓話たのしみです。
中野 中出くん静かな親睦旅行でした。今日は思う存
分しゃべってください。
姥浦昭二 七尾市観光交流センター(花嫁のれん館・寄
合い処みぞぎ)が第 23 回石川景観賞に選ばれました。
中出さんの卓話楽しみです。
佐味貫義 にぎやかで話題豊富な中出さん、卓話楽し
みにしてますよ。
茶谷 関ドライブインから無事帰ってきました。本日
は中出さん思う存分話してください。
髙橋 中出君、卓話がんばって！腕を痛めている様で
すが、口は絶好調ですね！
週報担当
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ゲスト 七尾市産業部観光交流課長 楠 利勝 氏
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年男会員卓話 木村 静夫 会員
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18:30 炉辺夜間例会 ( ゆけむりの宿美湾荘 )
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クラブフォーラム 多田次年度会長テーマ・方針発表

今井
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ゲスト 桑原母と子クリニック 院長 桑原 崇 氏

多田

送迎バスは、18:00 に七尾商工会議所前出発
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戸田 一明
森 仁志
鳥畑 弘
寺田 彰
今井 富夫

所司 伊勢旅行で風邪を引いてきました。
山田 中出さん、卓話ご苦労様です。又、先日はお伊
勢まいり楽しませてもらいました‼(夫婦共々)
松井 親睦旅行楽しんできました。神の前で身をきよ
めてきました。
中越、勝木、姥浦敏明、山本勝義、魚岸、岡崎
中出さん卓話ご苦労さま。
3/21 日計

◎会員卓話

22,000 円

中 出 信 行

累計 936,700 円

会員

こんにちは。本日卓話の機会を頂きましたが、
私の記憶では今回で 4 回目だと思います。
1 回目は青年会議所の理事長としてお招きいただ
き、2 回目は新入会員時、３回目は 48 歳の年男の
時でした。
過去 3 回では自己紹介をしていませんでしたの
で、本日はまず私の生い立ちから少し話させて頂
き、後半では新しい事業のお話をさせて頂こうと
思いますのでご静聴の程よろしくお願いします。
私は、1962 年、昭和 37 年 12 月 6 日七尾市に
生まれました。1969 年 4 月、昭和 43 年に当然の
ことながら七尾市立山王小学校に入学致しました
が、幼少期の私は今と全く違いわんぱくではあり
ましたが無口でした。
小学校低学年児には様々な事件を起こし、つい
には学校から「このままでは、普通学級での生活
は難しい」との通告を受けた今は亡き私の母は恩
師にお願いして、恩師が経営する学習塾に預けら
れることとなりました。現代では小学生から学習
塾に通う子供もごく自然ですが、今から 40 数年
前では稀でその点では流行の先駆けを行っていた
と思います。
私の人生に大きな影響を与えたのは、小学 4 年
のときに担任が産休で臨時に 6 か月間教べんをと
っていただいたまだ大学を卒業したばかり若い女
性の先生でした。私はその先生に認められたくて、
一生懸命勉強に励み、その私の頑張りを先生も評
価してくださり成績も上昇しました。私の初恋は
その先生でしたが、産休明けの先生の復帰ととも
にあえなくお別れとなりました。
1975 年、昭和 50 年東部中学に入学、1978 年、
昭和 53 年には石川県立鹿西高校に進学、1981 年、
昭和 56 年には大阪の桃山学院大学経営学部経営
学科に進学いたしました。この大学 4 年間だけが
人生においてふるさと七尾を離れた唯一の期間で
す。
1985 年、昭和 60 年日本はバブル期に大学を卒
業いたしましたが、私の学友は就活に励む中、私

は卒業後父の会
社に就職するこ
とになっていま
した。
建設業は、受
注産業であり製
造業であるとの
認識が私には強
くあり、売り上
げにも波があり経営的にも不安定で何か別の安定
した事業をとの思いから、1989 年 7 月有限会社七
尾ホームサービスを設立しました。LP ガスの販
売は受注産業である建設業とは違いどちらかとい
えばスーパーなどに近い小売業ではないかと思い
ます。
しかし、小売業も競争が激しく昨今ではオール
電化の波もあり非常に厳しい環境にあります。
そんな中次なる事業として取り組みましたのが、
飲料の自動販売機やコインランドリーの運営です。
この事業は、前出の事業分類に例えるならサー
ビス業ではないかと思います。
ここで少しコインランドリーの全国の動向に関
してお話ししておきます。
厚生労働省の統計では、1997 年には全国に
10,000 店であったものが 2013 年には 16,690 店
に増加しているとのことです。最新のデーターで
はそのスピードがさらに加速しているとの情報も
あります。
出店には、店舗を中心に直径 2ｋm 以内に 2,500
～3,000 世帯、人口 14,000 人以上で競合店舗が無
ければ先ずは失敗することはないと機器メーカー
の経験上から言われています。
しかも、コインランドリーの利用者は現在日本
の全人口の 7％程度とも言われています。
これは、アメリカからコンビニが初めて日本に上
陸した時と類似していて今ではコンビニを利用す
る人々は全人口の 90％近くですが当初は数％で
あったことを考えると、まだまだ市場としての伸
びシロがある事業ではないかということですが、
もちろんコンビニ同様スクラップ＆ビルドも激し
い業種ではないかと考えます。
もう一つ、今後コインランドリーが普及する事
由には、女性の社会進出による家事の軽減が考え
られます。
4 人家族の 1 日の洗濯量は 1 世帯 3 キロ程度、
毎日洗濯するなら家庭の洗濯機で十分ですが、1
週間分をまとめて休日に洗濯しようとするなら家

庭用の洗濯機を何回回さないといけないか？その
所要時間は？と考えると如何にコインランドリー
が便利で経済的かは一目瞭然です。

… 七尾･七尾みなと RC 合同夜間例会(3/14)写真 …
◎例会 (卓話内容は、前回週報に掲載済み)

このような理由からコインランドリーはまだま
だ伸びシロのある事業と考え、昨年より本格的に
参入致しました。現在は、市内に 2 店舗ですが、
今後は金沢、高岡へとさらなる出店攻勢をかけた
いと考えています。
製造業、小売業、サービス業と様々な事業を営
むとともに、これらの事業はある意味全天候型事
業を営むという側面もあります、暑くても寒くて
も、夏でも冬でも、晴れでも雨でもどんな時で
も・・全天候型企業グループを理念に今後も頑張
ります。
最後まで御静聴ありがとうございました。
◎閉会点鐘

〔週報担当：勝木〕

山口社長さんの卓話を聴く両クラブ会員

◎懇親会
・開宴あいさつ
鳥畑 副会長
・乾杯の発声
木下博安 七尾 RC 会長
・歓談
・新会員紹介
七尾みなと RC (紹介:寺田幹事)
・お楽しみ
・ロータリーソング｢手に手つないで｣
・閉宴あいさつ
多田 会長エレクト

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

｢アンドリュウ君（2009-10 年度交換留学生）の近況」
3/7 に佐味貫義会員に届いたメールと写真です
hello Sami! お久しぶりですね！お元気ですか？私は元気
です。この写真は模擬裁判のコンペで撮った写真です。
私はトロント大学のチームのコーチでした(去年競技者で
した)。今年私たちが優勝しました！
税法の模擬裁判でした。ある納税者が外貨オプションの税
額を計算する時に、時価会計を使えるかどうかという問題
でした。14 個のロースクールがそれに参加しました。
勤めているのは、Paul, Weiss は国際法律事務所、いろんな
国に事務所があります、東京にもある。私はトロントの事
務に雇われました。私が集中している法律は証券取引法と
事業法です。

・・・

親睦旅行(3/18-19 伊勢志摩)写真 ・・・

昼食

伊勢志摩サミット(2016.5.26-27)開催のホテルに宿泊

次週予告
４月 ４日（火）１２:３０開会点鐘 番伊
年男会員卓話

木 村 静 夫

会員

今週の例会担当者： 辰田、中越、久保、
長坂、大森
(3/28)
次週の例会担当者： 浜田、伊藤、徳永、
中出、宮川、今井徹
(4/4)

