＜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 1396 回例会 2015 年 12 月 1 日(火) 12:30 開会点鐘 於 番伊 ｢ロータリーの目的｣唱和 ロータリーソング｢奉仕の理想｣
年次総会

第 1 号議案 2017-18 年度 会長候補者
第 2 号議案 2016-17 年度 役員理事候補者及び担当委員会

◎12 月度のお祝い発表
〈会員誕生日〉
6 日 中出信行さん
10 日 間蔵信行さん
18 日 永江典之さん
19 日 魚岸 誠さん
20 日 所司久雄さん
20 日 木下徳泰さん
〈夫人誕生日〉

4日

木村実貴絵さん

〈結婚記念日〉

5日
7日

勝木省司・攝子 ご夫妻
井田松円・茂美 ご夫妻
おめでとうございます!!

第 1395 回例会(11/24) 報告
進行：徳永 SAA
◎開会点鐘
◎会長挨拶 木下敬夫 会長
皆さん今日は。テレビのニュースで北海道では雪
が降っている映像を放送していました。本州では暖
かい日が例年になく続いてきましたがこれから冬が
到来します。カゼをひかないよう健康管理をして頂
きたいと思います。
さて、
来年の創立 30 周年記念の為の各委員会が始
動してきました。これから新しい七尾みなと RC の
始まりにふさわしく守っていくべき事、改革してい
くべき事等しっかりと議論をしてまとめ上げていく
事を希望致します。
11 月 29 日には中島 RC 主管で石川第 3 分区 IM(イ
ンターシティーミーティング)が加賀屋で開催され
ます。当クラブからも 14 名が参加予定です。加えて
各クラブの事業紹介の機会があり戸田会長エレクト
が昨年から 3 年間に渡って行うロータリー財団地区
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プログラム

年次総会

ｹﾞｽﾄ 金沢武士団
代表取締役兼ｾﾞﾈﾗﾙﾏﾈｰｼﾞｬｰ 赤池 大介 氏

補助金を活用した｢ふるさと七尾の歴史文化伝承プ
ロジェクト｣の発表を致します。戸田さん宜しくお願
い致します。
最後に本日はゲストの㈱表組七尾営業所長三谷康
彦様に、
「すばらしい出会いに感謝 日本､世界を巡り
自己改革し続ける人生」というテーマでお話し頂き
ます。今日も楽しい例会になることをお願いし挨拶
とします。
◎幹事報告 中出幹事
別紙配布
・12/4(金)例会 18:00・講演会 18:30 の案内
七尾商工会議所大ホールにて
→ 出欠確認
◎委員会報告 茶谷クラブ奉仕委員長
・クリスマス親睦家族例会の案内
12 月 15 日(火)18:30 開会 あえの風
どーぞ、ご家族様 ご一緒に参加下さい。
詳細は、ハガキにてお知らせします。
◎出席報告 奥井 出席小委員長
会員総数 44 名(内､出席規定適用の免除者 3 名)出席者 32 名
◎ニコニコ箱紹介 神前 ニコニコ箱管理小委員長
木下敬夫 三谷様、本日はよろしくお願い致します。
神前さん台湾へ長期の出張、健康に留意して頑張
って下さい。
茶谷 宮古島でパティシエ体験をしてきました。本
日は三谷様よろしくお願いいたします。
中越 三谷さん卓話ご苦労様。秘書時代のタブーの
話が聞きたいです。
週報担当
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今井 26 日商工会議所環境セミナー出席の方よろ
しくお願いします。
山田 三谷さん、ようこそ卓話ありがとうございま
す。又神前さん転勤ごくろうさま さみしくなり
ます!!
佐味 国基研(こっきけん)会員の集いで上京中です。
恵比寿ロータリークラブもメイクアップします。
多田 先日まで暖かかったのですが、さすがに冬が
近づいてきました。今日は北陸らしい天気です。
皆様ご無沙汰でした。どうぞよろしく！
姥浦昭二 三谷さん本日は卓話有難う御座います。
貴重な体験を聞かせて下さい。
木下徳泰 三谷さん本日はようこそ。卓話たのしみ
にしております。
勝木、伊藤 、姥浦敏明、奥井、松井、寺田、岡崎、
中野、久保、間蔵、山本、戸田、
三谷さん、本日は卓話よろしくお願い致します。
神前 本日を持って残念な
がらみなと RC を退会(交
代)します。短い期間でし
たが、皆様から多大なるご
厚情を賜りこの場をお借
りして心から感謝致しま
す。今後の皆さまのご活躍
をお祈り申し上げます。あ
りがとうございました。
11/24 日計

27,000 円

累計 623,800 円

◎ゲスト卓話
「すばらしい出会いに感謝 日本、世界を巡り
自己改革し続ける人生」 講演要旨
㈱表組 七尾営業所 所長 三谷康彦 氏

◆研究職への抜擢
社長勅命プロジェクト これからの高齢化社会
に何かできないかと、
「高齢者のウォーキング効果
に関する研究」プロジェクトが始動。スポーツ運
動生理学で世界的な権威 東京大学の宮下名誉教
授をはじめ、石川県にも支部があると思いますが
日本ウォーキング協会とのプロジェクト。に会社
から社長勅命でプロジェクトに参画。結果は研究
論文として共同寄稿してまとめた。その後、営業
部に配属。

◆再び企業戦士で戦場へ
写真の出井伸之
本日は歴史と伝
さんが当時ソニー
統ある七尾みなと
グループのトップ
RC 様の卓話にお
でした。今では「ソ
招きいただきあり
ニーの失われた 10
がとうございます。 年」と言われた時期
です。
◆ソニー企業㈱
私はＪＲ東日本、
ソニー㈱から
プリンスホテル、サ
110 億円出資され
ントリー、東急、三
た完全子会社に就
菱地所など大手の関連会社を担当させてもらい非
職。従業員は当時約 400 名。50 名健康関連の部門
常に中身の濃い経験をしました。出井社長も健康
に配属。私は、大阪、福岡営業所勤務で静岡県か
管理に気遣っており、経営者のみなさんには共通
ら沖縄県までいろんな地域を担当させてもらいま
することだと思います。
した。アフターサービス、販促、営業と小さな経
験の積み重ねが大きな経験を生むことを学ぶ。
◆事業の選択と集中

◆ソニーのカルチャー
直接勤務していた会社とは関係はありませんが、
ソニースピリットに関係する、開発 18 箇条があ
り、今日の私に影響を与えていてなるほどと思う
ことがあります。例えば、1、5、13、17、18 条

当時ソニーの業績が芳しくなく本業と関連の薄
い事業は独立・合弁などの対象になりました。私
の事業部は当時取引していたイタリアのフィット
ネス機器メーカーと合弁会社設立することになり、
私は転籍を選択した。

◆日系・外資系
合弁会社設立１年後にテクノジム社に買収され
た。同社は世界中に 14 の支社があり、約 100 ヶ
国に展開している世界企業。
健康は健体康心という四文字熟語の略語。
「すこ
やかなるからだ、やすらかなるこころ」の両立を
意味する。からだを鍛えているだけで健康にはな
らない。これは日本もイタリアも同一だとわかっ
た。
◆メーカーからお客様の立場へ
一貫してメーカーサイドでしたが、お客様のニ
ーズと合わなくなってきた。
◆起業して苦難の連続
自由に提案できる立場と引き換えに、後ろ盾が
なく、看板（ブランド）の力を痛感。棒高跳をし
ていた経験から、ソニーミュージックにいた後輩
から連絡があり、ゴスペラーズ（男性ハーモニー
グループ歌手）のツアーパンフレット制作に協力。
ちょうど能登半島沖地震のころです。
◆外国から見た日本
父の病気がきっかけで、看病することになり無
職になった。鍛えれば健康になるという概念から
代替医療への勉強を始めた。病状が安定している
時期に以前の仕事と合わせて 12 ヶ国を自分の足
で巡ってきました。時には、コンサルティング会
社の東証１部上場の船井総研 船井幸雄氏のご子
息とアフリカにも行き、これからの日本を考え農
業先進国のうちイスラエルへ行きました。シャロ
ン元首相と懇意にしている社長さんの紹介で、国
営の農業施設やキブツを視察。
その他、エジプトでは日本人を初めてみる小学
生のグループと出会い、今の日本であまり見なく
なった、素朴でかわいい子供たちと触れ合い。海
外の英知に触れました。
新婚旅行で、タクシーで襲われ銃撃されたとの
記事がありますが、海外では珍しいことではない。
私も拳銃、機関銃で殺されかけたことがあります。
◆世界が 100 人の村だったら
海外に行けばよく中国人に会う。小学校でも教
えているそうですが、世界が 100 人の村だったら
日本人は 2 人、中国 19 人、インド 17 人 でその
理由を実感。

中国の一人っ子政策をやめることになるのも世
界のパワーバランスとの関係であると思います。
日本は諸外国と仲良くしていくことが大切。
◆能登について
代替医療の修行で高知県に渡ったが会社の事業縮
小で無職に。現地でお世話になった方から手広く
会社経営されている社長さんを紹介していただき
就職。いろいろ経験してほしいと複数の会社を巡
る。東日本大震災被災地への支援、運送会社勤務
だったので支援物資の輸送を経験。
四国にいたので２年以上かけて四国遍路八十八ヶ
所を巡り結願。55 番札所 南光坊で「あんたもう
こりたやろ」と言われ、
「はい」と応えると「忘己
利他」の書をいただく。
「己を忘れて他の利のため
に」ロータリークラブの理念にも通じるところが
あるのではと思います。
◆父の急死
昨日 11 月 23 日が命日、４年前に急逝したので
石川県に帰郷。墓石に刻まれた「寿永」の文字か
ら 830 年以上の家系を継ぐことになった。帰郷し
改めて当家の歴史を知り、重圧を感じた。
◆帰郷
地元の平和堂アル・プラザ 1 階専門店街にある、
商業協同組合の事務局長。北村代議士から直接連
絡があり地元公設秘書を２年。
◆現在
かほく市宇野気にある、総合建設会社㈱表組。
自社の強みをいかした社会貢献、砂場の整備、障
害者でも利用できる施設内の備品整備。
◆消滅可能都市
最近のドキュメンタリー番組 能登消滅を見て、
自分のこれまでの経験を活かし何かできることは
ないかと思っています。
本日はご清聴ありがとうございました。
◎閉会点鐘

次週予告
１２月４日（金）１８:００開会点鐘 七尾商工会議所ホール
18:00 例会
18:30 講演会 ゲスト 参議院議員 宮本周司 氏
「小規模企業政策と地方創生」

〔週報担当:山本勝義〕

今週の例会担当者： 山田、奥井、
今井、須曽
(12/1)
次週の例会担当者： クラブ奉仕委員
(12/4)

