第 1469 回例会

2017 年 6 月 20 日(火) 12：30 開会点鐘 ロータリーソング「それでこそロータリー」番伊にて

クラブ協議会「次年度 事業計画案・予算案」
第 1468 回例会(6/13)報告
進行：姥浦敏明副 SAA
◎開会点鐘
◎会長挨拶 戸田 会長
本日のゲストは 米山奨学生のハリー・セイザー君
です。
ところで、今日 6 月 13 日は「小さな親切運動」が始
まった日だそうです。1963 年(昭和 38 年)3 月、東京大
学の当時の総長 茅 誠司 氏が卒業生へのはなむけと
して送った挨拶のなかで語った運動で、身につけた教
養を知識として頭の中に留めて置かずに、広く社会に
還元して、大きな流れを作って欲しいと言う内容でし
たが、それに感銘を受けた人々によって 3 か月後の 6
月に始まった運動であり、50 年以上経った現在も続け
られている奉仕活動の一つであります。
我々が普段、例会で「ニコニコボックス」を通して、
奉仕や慈善活動の一翼を担っていることに通じる思い
ます。
さて、
「ニコニコ・ボックス」についてですが、世界
共通して通ずる言葉は「Ｆｉｎｅ」つまり、上納金あ
るいは罰金ですが、あまり印象の良い言葉ではありま
せん。アメリカでは「ＳＭＩＬＥ ＢＯＸ」と称して
いるクラブもあるそうです。日本では大阪ロータリー
クラブがその意訳から「ニコニコボックス」として始
めたのが最初といわれております。別に何の規定も文
献もあるわけではありませんが、会員の慶事やゴシッ
プや、ちょっととしたしくじりを見つけては、寄付を
募り、その資金を慈善のために使おうというのが本来
の趣旨であると思います。
みなとクラブでも毎回たくさんの皆さんが、投函し
てくれて感謝しております。ただ近年は、その半分を
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クラブ運営費に使っていることもあり、趣旨からは少
し外れますが、重要な資金源になっていることも否め
ません。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
「米山功労クラブ」感謝状を頂きました。
会員の皆さんの永年のご協力に感謝します!!
米山功労クラブとは … 個
人･法人･クラブ扱い全ての特
別寄付金が対象となり、寄付
金累計額が 100 万円を超える
毎に表彰されます。

◎勝木省司会員より、黄綬褒章受章に際しての御礼挨拶
◎戸田会長より、ハリー君へ 6 月度奨学金授与
◎出席報告 浜田 出席小委員長
会員総数 49 名(内、出席規定適用の免除者 4 名)出席者 38 名
ﾒｰｸ 6/9 七尾 RC：所司
6/10 地区次期社会奉仕委員会：茶谷
6/11 地区国際青少年交換委員長会議：所司
◎ニコニコ箱紹介 田中 クラブ奉仕委員長
戸田 杉藤さん今井徹さん卓話よろしく、時間足りま
すか？
中出 月例にて優勝致しました。岡崎君次は君の番だ
…でも、まだまだ無理かな？
なにはともあれありがとうございました。
週報担当
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鳥畑 弘
寺田 彰
今井 富夫

多田 昨日昼間の 3 時に奥日光に行き、とって帰し夜
は金沢に居ました。新幹線の成せるわざです。高速
移動が出来る世の中になりました。今日は、ゆとり
を持って例会に出席出来ました。感謝！
中越 杉藤さん、今井君よいじまん話をして下さい
中野 中出くん、のとじま月例優勝おめでとう。岡崎
君も参加だけしていたみたい…と聞いております。
佐味貫義、伊藤、井田、寺田、松井、姥浦昭二、
姥浦敏明、鳥畑、吉井、川島、間蔵、三井、勝木、
浜田、長、木下敬夫、岡崎、魚岸、山本、久保
杉藤さん、今井さん卓話聞かせていただきます。
田中 ハリーようこそ、いらっしゃい。小論文コンテ
ストおめでとう！勉強頑張ってますね 。中出さんお
めでとう、がんばれ今井さん、杉藤さん、岡崎‼!
6/13 日計 28, 000 円 累計 1,256,650 円

◎新会員卓話 杉 藤 隆 志 会員
自己紹介をさせて頂きます。
株式会社ホンダ販売スギフ
ジ代表取締役 杉藤隆志です。
昭和 42 年七尾市湯川町、田舎
の三男として生まれました。
小さいころから田んぼの手
伝いで鍛えられ、今は全くそ
んな面影はありませんが学生
時代は運動神経抜群の体育系
男子でよくモテました。
地元の小中学校そして中島高校
と進学し、勉強は嫌いでしたが 6-3-3 の 12 年間、無遅
刻無欠席の健康優良児で、
バカは風邪ひかないやつでし
た。高校卒業後、農協に 4 年、佐川急便に 4 年、現在
のホンダ販売スギフジも 4 年と思いきや、もう 24 年の
50 歳で自称日本一の婿さんです。佐川急便を辞めて 26
歳で家業に入り、32 歳で専務取締役に、41 歳で社長に
就任しました。46 歳で１人代表取締役に変更し株も含
め完全譲渡してもらい事業継承完了し現在に至ります。
会社紹介をさせて頂きます。
当社は先代が昭和 55 年に設立し、石川県全域を商圏
範囲とするホンダカーズ七尾中八幡店というホンダの
カーディーラーです。営業は自分を含め 6 人、サービ
ス 7 人、事務 4 人の合計 17 名で営業品目は新車・中古
車販売、点検車検・一般修理、自動車鈑金、自動車保険
などです。
七尾にはホンダが 7 社あり「他店との差別化」をキ
ーワードに年中無休で営業しています。
新車販売では一
般顧客様向けの販売課と別に法人様向けに特別価格で
販売できる法人販売課を設置しています。
中古車販売ではホンダ中古車認定ディーラーである
オートテラスコーナーを設置しており、常時約 30 台の
中古車を展示しております。
自動車保険部門ではディーラー特級ランクを取得し、
事故対応とレスキュー対応に万全を期す対応を取って
います。

修理は事故や故障の時などに 24 時間対応し、車を積
む積載車を 3 台保有し県内はもちろん県外も行きます。
新車の納車も含めレスキューに関東地方、中部地方、関
西地方、中国地方、福岡県などへも行きました。
タイヤ販売はもちろん、
シーズンごとのタイヤ交換とタ
イヤ預かりを有料ですが 400 台以上お預かりしていま
す。
当店のお客様専用のプリペードカード式セルフ型撥
水洗車機があり、
ガソリンスタンドより安い料金設定で
ご利用いただいています。
以上のようにお客様第一主義アフター万全で営業して
います。
社会貢献活動も積極的に取り組んでいます。
市内の小・中学校にエコキャップ活動に取組んで頂い
ており、
学校単位で集められたペットボトルのキャップ
を学校までの回収から金沢までの搬送を当社で支援し
ており、毎年各学校に少額ですがご寄附をしています。
そして毎年７月に能登島で開催されているクリーン
ビーチななおと併催のホンダビーチクリーン活動を開
催しています。
能登和倉万葉の里マラソンにはオフィシャルスポン
サーとして協賛しています。
それ以外にも地域に貢献する活動を多数しています。
自分の最近の話題を話させて頂きます。
只今ダイエット中で半年で 10 キロ痩せました。久し
ぶりに人に会うと皆さんから「痩せたやろ。病気じゃな
いやろね」とよく言われます。先日女性に「ハンサムに
なったね」と言われたので「顔がやろ」と聞くと「スタ
イルやわいか」と笑われました。
毎年年末から春先までは冬と春のタイヤ交換や車検
などで忙しい時期でもあり、
昼食を食べる時間が無いく
らい忙しくて毎年 5 キロくらい痩せるんですが、朝食
は元々食べないので晩御飯１食生活をそれ以降もずっ
と続けて来ましたらどんどん痩せることができました。
50 歳にもなると新陳代謝が悪いのか晩御飯をがっつり
食べて寝ると、朝起きてもお腹に満腹感があり、お昼を
過ぎても夕方までお腹が空きません。
痩せたおかげで足
首のむくみもほとんど無くなり、下が 100 あった血圧
も 90 くらいまで下がりましたので痩せて良かったと思
っています。ただし体重が 83.5 キロから 73.5 キロにな
っただけで、健康か不健康かわかりませんがこのまま１
日１食のハイブリッド生活をもう少し痩せるまで続け
て行こうと思います。
50 歳になり身体と健康を意識するようになりました
が是非皆様も健康にご留意くださいませ。
以上で卓話を終わらさせて頂きます。ご清聴ありがと
うございました。

◎新会員卓話

今 井

徹 会員
本日は新入会員の卓話とい
うことで、
例会の貴重な時間を
頂きまして、
ありがとうござい
ます。
JC などでいろんな役をさ
せていただき、いろんな場所
や、沢山の人たちの前で話す
機会も多くありましたが、人
前で話すということは何度や
っても慣れるということは無く、
今回も大変緊張してお
ります。
さて、15 分の卓話ということで何をお話しようかと
思いました。
先日友人と愛知県豊田市でゴルフをしての
帰り道にふと思ったことがありました。それは「愛知県
と自分」の関係がとても深いな、ということでした。
まず、
ご存知の方も多いとは思いますが私の母親は愛
知県の篠島の生まれです。
篠島は知多半島と渥美半島の
先端同士を繋いだ中間くらいにある一周 10 キロもない
小さい島で、主な産業はもちろん漁業で、シラス漁やフ
グ漁では全国でも有数の水揚げ量を誇ります。
隣の日間
賀島と並んで観光にも力を入れてます。
砂浜の景色もと
ても綺麗で、
弓なり担った砂浜の海岸線沿いの直ぐ上に
家が密集して、
イタリアのアマルフィって言ったら大げ
さかもしれませんが、
それくらい日本離れした景色がな
かなかいいところです。
母は名古屋で仕事をしていた父と出会い、結婚して、
私は名古屋で生まれました。私が 2 歳位の時に父の帰
郷に伴い私も七尾に来て育ち、
名古屋の記憶は全くあり
ません。
小学生の頃は母親の里帰りでよく篠島に行きま
した。
というより夏のお盆時期などは仕事が多忙なので、
送り迎えはありましたが、
兄弟ともに長期間島流しとい
うか置き去りにされました。まあ、篠島は小さい島なの
で、
子供だけで終日ちょろちょろしいても何の問題もな
いところです。母の兄弟も 6 人ほどいるのでその子供
たち、いわゆる従兄弟も 10 人くらいいましたから、遊
ぶ相手にも困らない所でした。ただ、愛知県の猟師町の
島ということもありまして、
名古屋弁の荒々しい感じの
方言というかなまりというか結構癖のある方言で、
子供
心に大人たちはみんな喧嘩している様に感じました。
当
然、島では魚中心の食事です。七尾にいても篠島から
度々魚が送られてきて、
そのほとんどがジャコと太刀魚
でした。今でこそ太刀魚は高級魚ですが、子供のことは
毎日のように太刀魚が続いたこともあったりして、
ハッ
キリ言って嫌いでした。
中学、
高校になると部活なんかで篠島に行くこともほ
とんどなくなり、愛知県とも疎遠になりましたが、この

次週予告
６月２７日（火）１８:３０開会点鐘 番伊
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まま高校からの進学も関東や関西方面に行っていたら、
愛知県は単に母親の実家があるところという存在にな
っていたかもしれませんが、
高校からの進学の時になん
となく大学は愛知県にしようという潜在的意識があっ
てか、豊橋にある愛知大学に進学しました。
豊橋は愛知県では名古屋市に次ぐ位の東の要所です
が、愛知県は尾張地方と三河地方とに別れまして、戦国
時代では尾張は小田、三河は徳川と違う国だったわけで
す、
ですから、
文化や方言の違いも色濃く残っています。
石川県の能登と加賀みたいなものですね。人口は 38 万
人位で金沢より少し少ないくらいですが、
といってもそ
んなに都会でもなく、
特にビル群が立ち並ぶようなこと
もない街です。主な産業は農業で、伊良湖岬で有名な渥
美半島の方に行くと結構大きい畑が沢山並んでいます。
花では電照菊が有名で、
夏の夜には高い所から渥美半島
を見下ろすとハウスの明かりで半島の形がわかるくら
いでした。
そんな都会過ぎず田舎でもない豊橋で学生生
活を始め、
愛知県や周辺から通う人たちと友人となりま
した。いろんなところで遊んだり、バイトしたり、いろ
んな経験をして、
ますます豊橋を中心に愛知県に対して
の思い入れが深くなっていきました。
バイクの免許も取
っていろんなとこを走り回っていましたので石川県よ
りも愛知のほうが土地勘があるかもしれません。
さらに愛知県への繋がりを濃くしたのは、
やはり妻が
豊橋の人間であることです。学生時代に出会い、私は一
度東京へ出ました。
遠距離の交際のあと豊橋の隣の浜松
で花屋の修行中に結婚しました。2000 年に七尾に帰っ
てきたのですが、
それからも年に数回は子供を連れて豊
橋の妻の実家へ行っているので、
ずっと愛知県とは繋が
っている感じです。
以前は北陸自動車道米原経由で東名
高速からの豊川インターでしたが、
東海北陸自動車道も
能越道も開通し、
うちの直ぐ近くのインターから乗って
しまえばノンストップで豊川インターまで行けるよう
になり、すごく楽になりました。下の娘も「名古屋に住
みたい。」、「名古屋の大学行くわ。」って言っていま
すので、
ひょっとしたらますます愛知との縁が深くなる
かもしれないと感じている今日この頃です。
母の実家、私の産まれた場所、子供時代の思い出の場
所、青春時代にいろんな経験をした場所、妻の実家、娘
たちも大好きな場所、もうひとつおまけに私の愛犬も豊
田生まれでして、
私にとっては第二の故郷ともいえるか
なと思っています。
ということで、必然なのか偶然なのか「私と愛知」は
とても関係が深いということです。
取り留めのないお話
ですが、ご清聴ありがとうございました。
◎閉会点鐘

〔週報担当:中野〕

今週の例会担当者： 田中、佐味貫義、長田、
木下徳泰、杉藤
(6/20)
次週の例会担当者： 2016-17 年度クラブ奉仕
委員全員
(6/27)

