＜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 1412 回例会

2016 年 4 月 12 日（火）12：30 開会点鐘 於 番伊

ゲスト

(株)ぶなの森プランナー兼デザイナー
一般社団法人能登定住・交流機構事務局長

第 1411 回例会(4/5)報告
進行：徳永 SAA
◎開会点鐘
◎「四つのテスト」唱和 鳥畑 職業奉仕小委員長
◎会長挨拶 木下敬夫 会長
4 月に入り桜の花も咲き始めいよいよ春になり、
私の任期も残り 3 か月となりました。最後まで皆さ
んのご支援をお願いいたします。昨日は山成商事の
山口社長の葬儀が行われました。
私も 35 年来の友人
で悲しくて仕方ありませんが、彼から引き継いだ学
童野球連盟の会長職を今後もしっかりと務めていき
ます。太く短い人生でしたがご冥福をお祈りいたし
ます。また今日は、七尾市内の小・中学校の入学式
が行われます。私も午前中に小丸山小学校に、午後
は御祓中学校にいきます。小丸山小学校の新入生の
数は 57 名ですが、
これでも七尾市内では１番多いと
いうことで皆さんの子供のときに比べると、いかに
少子化が進んでいるかわかります。御祓中学校は 70
回目を迎えますが、来年は七尾中学校に統合になる
ので最後の入学式となります。8 日は、七尾特別支
援学校の入学式に出席することを報告します。今週
の 10 日には次年度のための地区研修協議会が砺波
市において開催されます。戸田エレクトを始め参加
される役員の方は、しっかりと勉強して 7 月からに
備えていただきたいと思います。本日の卓話は、新
会員の浜田雅文君です。楽しい例会になることをお
願い致しまして挨拶とします。
◎幹事報告 中出 幹事
別紙配布
・七つ尾 33 号販売(5 冊)→希望者は事務局まで
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ゲスト (株)ぶなの森プランナー兼デザイナー
太田殖之 氏
振替休会 (22 日(金)に変更)
12:00 七尾・七尾みなと RC 合同例会
(物故会員追悼法要、本延寺) (ﾎｽﾄ:七尾 RC)
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太田殖之

様

・4/22(金)合同例会(物故会員法要例会)について
12:00 開始(11:50 頃までに集合)
駐車場に限りがあります。乗り合わせお願い
◎委員会報告
・ﾛｰﾀﾘｰの友 4 月号紹介 井田雑誌 R 情報小委員長
・4 月度お祝い発表 茶谷 クラブ奉仕委員長
お祝い券の早めのご使用のお願い
・島根親睦旅行(6/3-5)の新行程配布・参加お願い
◎出席報告 奥井 出席小委員長
会員総数 46 名(内､出席規定適用の免除者 3 名) 出席者 36 名
メイク 第 10 回理事会(3/29)承認分
3/4 元交換留学生エミリーさん来尾歓迎会：
姥浦昭二、所司、中越、桑原、松井、田中
3/23 万葉ﾏﾗｿﾝ給水ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｴｲﾄﾞ部会：木下敬夫
◎ニコニコ箱紹介 西野 クラブ奉仕委員
木下敬夫 浜田君、卓話よろしくお願いします。
木下徳泰 会社も新年度が始まりました。今年もが
んばります。
川島 七尾にも桜が咲いてきました。浜田さん卓話
楽しみにしています。
姥浦昭二 当社が建設工事を担当した「花嫁のれん
館」が今週土曜日にオープン致します。
新会員浜田さんの卓話楽しみにしています。
今井 桜がきれいに咲いてきました。
木村 昨日、47 才の誕生日を迎えました。浜田さん
卓話楽しみにしています。
奥井 長年続けてきました、火曜日の定休を水曜日
に変更しました。これで心おきなく毎週出席でき
ます。
茶谷 多くのお祝いの中オープンしました。本日は
浜田様よろしくお願いいたします。
週報担当
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浜田 新会員卓話、大した話もできませんが、よろ
しくお願いします。
山田、伊藤、間蔵、中野、中越、魚岸、森、岡崎、
寺田、戸田、松井、井田、松野、久保 西野
浜田会員、今日は卓話ご苦労様です‼いい話を‼
4/5 日計 27,000 円 累計 1,079,700 円

◎新会員卓話

浜 田 雅 文 会員
卓話ということで、何
を話したら良いかいろ
いろ考えましたが、特に
皆さんに話をできるよ
うな趣味もなく、入会し
てまだ間もないことで
自分のことについて少
しでも知ってもらおう
ということで自己紹介
兼て話したいと思いま
す。また、その後で我々
観光業にとって多大な恩恵をもたらした北陸新幹線
開業１年目のことについて話したい思います。
自分は七尾市の矢田新町の生まれで、高校卒業後
大学受験に失敗し親父の知人の伝手で小松の郵便局
に臨時として働いていましたが、東京に行きたいと
いう思いが強くなり郵便局を辞め 2 年間東京の専門
学校に行きました。その後、車が好きで車に乗って
通えるところということで地元に帰り昭和 60 年 3
月に加賀屋に就職しました。入社後は会計係りに配
属となり、当時まだ今と違ってコンピュターシステ
ムも進んでおらず、朝 4 時ごろに出社し伝票入力し
てお客様の精算を行うといった仕事をしていました。
その後 、平 成元年 に雪月 花が オープ ンし毎 日
1,000 名を超えるお客様が来館といった状況で大変
忙しい時期がありました。その後バブルが崩壊し右
肩下がりの時代となった平成 6 年の 4 月に現在の経
理課に配属となり、昨年亡くなられました舟田専務
の元、今日までずっと経理を担当してきました。こ
の間、加賀屋グループも拡大し、旅館ではあえの風・
虹と海・昨年オープンの松乃碧と和倉で 4 旅館とな
り、金沢にも茶屋旅館がオープンし、またお菓子の
会社のレグレットについても和倉店・金沢店・百番
街店・エムザ店・富山店・津幡アトリエと増え、外
食店も 9 店舗に増えグループ全体が拡大してきてい
ます。但し、この間少し良くなってきた時期の平成
19 年 3 月に能登半島地震が起き 1 ヶ月の休業を余儀

なくされ、また回復してきたところでリーマンショ
ックが起き大きく減少し、さらに平成 23 年 3 月に
東日本大震災といったかたちで 2 年おきに大きなマ
イナス要因が起こりました。そういった状況の中で
昨年 3 月 14 日に待ちに待った北陸新幹線が開業と
なりました。北陸新幹線については、東京－金沢間
が従来より 1 時間 20 分短縮の 2 時間 28 分で座席数
が年間往復 1,640 万席(飛行機：小松～羽田間年間約
300 万席)と圧倒的な輸送能力で、開業 1 年間の実績
として当初の想定 2.2 倍を上回る従来の約 3 倍の
925 万人の利用・1 日平均利用者数 25,000 人・乗車
率かがやき 53%、はくたか 41%の状況で観光関連の
効果として石川県の観光客数も 2,500 万人(+340 万
人 116%)、輪島朝市 74 万人(前年比+25%)、和倉温
泉も 11 年ぶりに 100 万人を超える見込み(客数+20%、
売上+30%)といった状況で観光産業において多大な
効果を発揮してくれました。
今後 2 年目に入りこの勢いがどこまで続くのか、
当社においても今一番の関心は今年度どの程度の減
少に止まってくれるのかという点ですが、この新幹
線効果が一過性とならないことを願っています。
以上、大した話もできませんでしたが、今後とも
どうぞよろしくお願い致します。
◎閉会点鐘

・・・ 4/10 地区研修・協議会（砺波にて） ・・・

次回予告
４月１９日（火）休会 (22 日(金)に変更)
４月２２日（金）１２:００開会点鐘 本延寺
七尾 RC 七尾みなと RC 合同例会（物故会員追悼法要）
４月２６日（火）１２：３０開会点鐘 番伊
次年度のためのクラブフォーラム

〔週報担当:井田〕

今週の例会担当者： 山田、奥井、須曽、
今井、浜田
(4/12)
次回の例会担当者： 茶谷、西野、魚岸、
(4/26)
多田、木村

