＜姉妹クラブ＞カーメル・バイ・ザ・シーRC
＜友好クラブ＞あづみ野 RC

第 1402 回例会

2016 年 1 月 26 日(火) 12:30 開会点鐘 於 番伊

年男会員卓話
第 1401 回例会(1/19) 報告
進行：徳永 SAA
◎開会点鐘
◎会長挨拶 木下敬夫 会長
皆様新年あけましておめでとうございます。お陰
様で私の年度も残り半年となりますがよろしくお願
い致します。
7 日七尾鹿島 4 クラブ合同新年互例会に沢山の会
員の出席を頂き大変なごやかに終りました。主催の
中島 RC 勢登会長の話の中に企業の不正問題があり
ました。
今年早々に 14 名の有為の学生を含むスキー
バス死亡事故や廃棄食品横流し事件など企業倫理の
根幹を揺るがす出来事が再び発生しました。私は改
めてロータリーの目的や行動規範を思い起こし、職
業の高潔性について考えさせられました。
また昨日は石川第 3 分区会長幹事懇談会が中島に
おいて開催され審議した事を報告致します。①石川
第 3 分区ガバナー補佐のローテーションを 7 年に一
度の従来の形に戻し、七尾みなと RC は 3 年後に輩
出する。②今年 6 月金沢市において開催される日台
親善会議に 3～4 名の参加を柳生ガバナーより要請
予定につき協力をする。③今年度中にロータリーの
リーダーとなる人材を育てる地区研修リーダー育成
プログラムの会合が開かれるので各クラブより 1 名
以上の推薦の依頼が届く予定です。
今日は浜田さん・長坂さんの新会員入会式や石川
県商工会議所女性会連合会会長の木下八重子様の卓
話など盛りだくさんのプログラムですのでよろしく
お願いします。

長田紀之

◎新会員入会式 (紹介:中出幹事)
紹介後、木下会長よりロータリーバッチの贈呈
・各々より、一言あいさつ
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◎出席報告 今井 クラブ奉仕委員
会員総数 45 名(内､出席規定適用の免除者 3 名) 出席者 34 名
ﾒｲｸ 1/18 石川第 3 分区会長幹事懇談会：木下敬夫､中出
第 7 回理事会(12/22)承認分(ｸﾗﾌﾞ代表として出席)
12/13 七尾子ども大会(臨席)：木下敬夫
12/18 七尾市国際交流協会研修視察：所司
ふるさと七尾の歴史文化伝承プロジェクト図書贈呈(配布)
：木下敬夫､松井､中出､寺田､久保､井田､勝木
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皆さん、宜しくお願いいたします!!
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◎幹事報告
・ロータリーの友 1 月号縦書き P29 に友好クラブのあ
づみ野 RC｢三角島の自然を描く集い｣の活動紹介が記
載されています。ご一読下さい。
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◎ニコニコ箱紹介 長 クラブ奉仕委員
ゲスト卓話者 七尾商工会議所女性会会長 木下八重子
様からニコニコ箱にご寄附いただきました。
木下敬夫 木下八重子様、本日はよろしくお願いしま
す。お蔭様で半年無事終えることができました。残
り 6 か月よろしくお願いいたします。
木下徳泰 浜田さん、長坂さんお待ちしておりました。
今日からロータリー活動、共に頑張っていきましょ
う。
中出 浜田さん、長坂さんようこそみなとロータリー
へ入会ありがとう。木下七尾商工会議所女性会会長、
今日は卓話よろしくお願い致します。
須曽 お祝いありがとう。
姥浦昭二 木下八重子様ようこそ。卓話楽しみにして
います。本年、数え年 77 才となり、
「喜寿」を迎え
ました。妻は「古希」を迎えました。未だ未だ現役
で頑張ります！
川島 木下八重子さん、いつもお世話になっておりま
す。大変なご活躍で市民の一人として期待をしてい
ます。本日はご苦労様です。
山田 木下八重子様、ようこそ七尾みなとへ卓話あり
がとうございます。本格的な冬到来です。皆さん体
に気を付けて!!
三井 卓話よろしくお願いします。どんな話が飛び出
すか楽しみです。
今井 今年初めてのホーム例会です。木下さん卓話よ
ろしくお願いいたします。
間蔵、佐味、伊藤、井田、中越、魚岸、山本、久保、
森、西野、松井、寺田、岡崎、松野
木下八重子様、本日の卓話ありがとうございます。
茶谷 昨日は北陸税理士会の新年賀詞交歓会でした。
総勢 250 名の大会でした。
長 雪が降らない冬も異常気象で困ったものだと思っ
ていましたが、いざ冬らしく天候が荒れるととても
不安になります。
1/19 日計 39,000 円 累計 813,500 円

◎ゲスト卓話 『 私 の 人 生 』
石川県商工会議所女性会連合会会長
第 47 回全国商工会議所女性会連合会石川全国大会
大会長 木 下 八 重 子 さん
皆様、こんにちは。御紹介いただきました、木下
でございます｡私は七尾に嫁いできまして､半世紀以
上にもなります｡やっとこの頃、七尾人間になった様
な気がします｡
この様に、壇上の前に立っている事が私の人生に
とって、考えもしていなかった事で、ましてや皆様
のお顔が親戚縁者の様で、気恥ずかしく思っており
ます｡元々、気取った言葉も知りませんし、作り話も
好きではありません｡どうぞ井戸端会議のような気
分で、ちょっとだけ耳を傾けていただけたらと思い
ます。
私の生い立ちは、福井県の永平寺の近く九頭竜川
の中流の所で、祖父母､叔父､叔母､父母､兄弟の 13
名の大家族で祖父母はお豆腐や、父は下駄や、母や

叔母達は職工さん（福井では羽二重の職工）､叔父達
はお百姓と私達５人兄弟は学校に行く前に掃除､洗
濯､朝食の用意を分担して手伝っておりました。又、
私の年齢は息子たちの年にプラスアルファで分って
頂けると思います。
私は中学を卒業後、知人の紹介があった大阪へ住
込みお手伝い兼事務職に就き、４時に起きてトイレ
掃除に始り、夜は 10 時頃に自分の時間となり、わず
かの時間ではありましたが通信教育を受けました｡
私が田舎には絶対に留まる事はないぞという思いが
あった事件がありました｡
それは、少し自慢話みたいで心苦しいのですが、
一学年 120 人足らずの中学校でありましたが１年か
ら３年までトップで卒業出来、先生に勧められた事
もあり親に内緒で高校を受験し（受験料は先生が出
してくださり）合格したのですが、親は首を縦には
振ってくれませんでした｡（５人兄弟のうち、私と次
の妹が中学で就職となりました。）私自身 80%は期
待しておりました高校生活､ 本当に悲しく思いまし
た｡後々結婚して子供が出来たら自分の子供には絶
対どんな事があっても、普通の教育は受けさせねば
と思った次第です｡
大阪で働いている時、今は亡くなりましたが皆様
もご存じの主人の木下彬と知り合い、とても働き者
だった主人を頼もしく思い、地図にも学校でも習っ
ていない様な位の七尾の地へとまいった次第であり
ます｡
結婚し家族は主人の御両親と７人家族でしたが、
住む家も他人名義だったので、裸一貫、二人で一生
懸命働き、３人の子供達には常々他人には迷惑はか
けない、どんな事があっても絶対に弱い者いじめは
ダメだと教えました｡
兎に角 20 代､30 代は２､３時間程度の睡眠で頑張
りました。今から思えば、私位の年代の方々はその
様な人が大勢いらっしゃったかと思いますが死に物
狂いでした。
（おしんよりはましかも）毎日、八百屋
さんと風呂屋さんの３角点を行ったり来たりでした
ね。
（当時、自宅に風呂がない家が多かった為）新聞
を読む時間もなく、また流行していた歌手や映画館
へも一度も行けなかった為当時の世間の事等は、ち
んぷんかんぷんだったと記憶しております｡
又、三人の子供達がどの様に日々過ごしてきたの
か全く覚えておりません。食べさせて健康で学校に

行ってもらえれば安心しておりました。今は、八人
の孫たちが何をしているかなと気にしている毎日で
すが、少し時間に余裕が出来ましたので、七尾人間
になった恩返しのつもりでボランティアにも精を出
しておる所です。
今日は、
昨年 10 月に私が大会長を仰せつかってお
りました、
全国商工会議所女性会連合会第 47 回石川
大会を無事終えた事について、皆様の前で少しお話
をという事でした｡
まず私の所属する七尾商工会議所女性会は、結成
されて以来今年で 22 年目になります。
全国商工会議
所女性会連合会は、日本商工会議所活動の一翼を担
う重要な組織であり、全国 514 商工会議所のうち
434 会議所に設置され、連合会には 414 の女性会が
加入しており、約 2 万 3 千人の会員を抱える日本最
大の女性経営者団体であります。
石川県商工会議所女性会は、連合会に入会して丁
度 15 年目となります｡私は 15 年前､ 初めて全国大
会に参加し、地域に大きな経済効果がもたらされる
事を目の当たりにし、この大会を何とか本県にも誘
致したいと考えたのが一つのきっかけとなりました。
実際に誘致に名乗りを上げたのは、私が七尾の会長
となった年でおよそ９年前のことです。しかし、そ
の際全国大会を誘致するには県庁所在地に女性会が
必要である事が分かったのですが、当時金沢には女
性会はありませんでした｡
（当時、日本全国の県庁所在地に女性会がなかった
のは石川県だけでした。
）
そこで、珠洲､輪島､七尾､小松､白山､加賀の６女性
会の会長がそろって何度も金沢商工会議所に足を運
び、女性会設立を働き掛けた結果、金沢の会頭様の
ご助力もあり、丁度７年前に金沢に女性会が結成さ
れました｡
それから全国大会の誘致活動を進め、５年前に念
願の石川全国大会の開催が正式に決定しました｡ 勧
誘するにあたり一つの理由ずけとしまして運の良い
事に平成 27 年度３月に北陸新幹線開業となる為、石
川県は南は沖縄、北は北海道のどこから見ても中心
で集まりやすく、ぜひ全国の会員の皆様に日本列島
ど真ん中、この石川にお越し願える様にと思う意味
も含めました｡
実際、昨年 10 月には全国 341 女性会、3,273 名の
女性会員がこの石川の地においで下さいました｡
今、終わってみると、あの３日間は何だったのか
夢を見ている様な気もするし、お芝居をしていた様
な気もするしと思い出しておる所です｡
さてさて､ 15 年間いろんな全国大会に出させて
戴いて、良い所は学び、改善せねばならない事は多々
あり、どこから取り組んで良いのやらと考え、それ
でもそれぞれの地域にあったやり方があると思いつ
つも、雲をつかむ有様でした｡
一年二年はあっという間に過ぎ、大会２年半前位

にようやく本腰に入り､ まず組織委員会を結成、一
年後には実行委員会を立ち上げ、七つの委員会と約
70 名～80 名の役員が七転び八起きではないのです
が、何度も何度も一つの所で戸惑い、中々これで良
いというものが見つかりませんでした。
例えば大会の前夜祭とでも言うべき懇親会におい
ては、女性は何と言っても食べることが一番なので、
三つのホテルのシェフに何度となく集まっていただ
き、食事に差をつけない為に同じメニューにしても
らい、女性好みの味にも大きな差が出ない様に試食
会を重ね、ホテルで出すおしぼり一つにしても同じ
重さの同じ手触りの商品をそろえるなど気を配り、
また 3,200 名超の女性相手なので当日だけ専属のト
イレ清掃スタッフも雇い、とにかく評価がシビアな
ので大会を終える時まで内心失敗しないかドキドキ
で、夜中も何か思いつくとメモ等とって翌日事務局
に相談するなど、こんな日が何回あった事やらと思
い出しております。
又、大会当日のお弁当も、三つの会社で同じ中身
の物を提供しました。これもとても好評だったと聞
いています。私達女性会の段階で（石川はあまりよ
くなかった）などと評価され躓くわけにはいかない
と思いました。
式典については、場所は金沢にあるスポーツセン
ターで行ないましたが、アトラクションも石川らし
さをおおいにアピールし、また厳粛にオーケストラ
アンサンブルと加賀宝生の能とのコラボなど石川で
しか見ることが出来ないものでした。
それに、講師も世界のスギヨの社長杉野哲也氏にお
願いし、どんなに世界に羽ばたいていても本社は地
元にと、すごくすごく魅力的です。会場のしつらえ
も派手すぎず、石川をアピール出来たと思っており
ます。
私達、石川県女性会連合会の 550 名の会員も一丸
となり、実行担当の役員には丸２年以上、遠くは珠
洲加賀から１ヶ月に何度となく金沢まで足を運び、
良い知恵を出し合いながら一つのことが二年以上も
決定できず、辛い思いをしたこともありましたが、
いよいよという時には石川の女性ですね、当日は２
日間 300 名の会員がそれぞれ自分の持ち場をしっか
り守り、大成功に導いていただけたのではと思って
おります。
大会後に全国から「よく頑張ったね、今までで一
番よかったね、楽しかったよ、美味しかったよ、最
高のおもてなしだったよ」といろいろお褒めのファ
ックスお電話を頂戴し、ほっとした所です。
年賀のあいさつにも昨年の事が話題になったり、未
だにお電話を戴いたりしております。
全国 3,200 名の参加者の会員様一人一人が北陸石
川の魅力を取引先や友人知人に伝えてもらい、新幹
線開業の効果を継続させ、昨年度は金沢の一人勝ち、
今年度は加賀能登へ来てもらう為にも、女性の情報

発信力を大いに使いたいものだと思っております｡
加賀も能登も金沢と同じ税金を払っている県民なの
だから、不公平で終ってはいけないと思っておりま
す。
又､ この全国大会の物産展での経済効果は、２日
間でここ近年にない売上がありビックリポンです。
とにかく、おばちゃんの集りだから購買意欲は強く、
この時ばかりはと爆買いし､ お金を使います。過去
の大会に於いても今回に於いても見ていると、私も
含めて全員が購入しては宅配便で送り､ 家に戻ると
宅配便が三つも四つもといった具合です｡
大会前に日商の三村会頭にご挨拶にお伺いした時
に、県内の商品が全部売切れるのではとおっしゃっ
たとおりになり､ お店を出された方々が、
「実にびっ
くり仰天でした｡」と後で私の方にそれぞれの単会か
らお話が上がってまいりました｡
もう一つ、エクスカーションについても、JTB さ
んのお話ではプロ任せではなく、私達が企画した 11
コース全部が実行出来た事についても、過去にあま
り例はなく、今までだったら半分位の６～７コース
位のエクスカーションで留まっていたそうです｡私
達の石川大会は、金沢は元より加賀能登、また福井
県､富山県の方にも巡るコースも作り、どれも人気の
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企画でした｡
経済効果としましては、私の概算ではありますが
大会費、ホテル代、エクスカーション代、お土産代、
交通費等々３億円位の効果があったと思っておりま
す。その内、能登にもエクスカーションに 700～800
名位の会員が訪れており、ホテル、旅館、土産屋さ
ん等々にも潤ったのではと思っております。
実行委員会３年間で県内の女性会は元より､ 全国
津々浦々ＰＲ活動に足を運び、数多くの会員様と交
流を深める事が出来た事は、私にとっては人生 72
歳にしてこの上のない喜びであり、一生かかっても
出来ない友情を頂けたのではと思い有難い限りです｡
一生の宝となりました。
改めて終って見て、大成功に繋がったのではと自
負し、数々の苦労も泡の如く飛び、今は皆様のおか
げで最高に幸せな気分になっております｡
御清聴ありがとうございました。最後に、少し大会
の様子の映像を流させて頂きます｡
◎閉会点鐘

〔週報担当:辰田〕

今週の例会担当者： 田中、松野
姥浦敏明、中越
(1/26)
次週の例会担当者： 山田、奥井、
須曽、今井
(2/2)

