第 1457 回例会

2017 年 3 月 21 日(火) 12：30 開会点鐘 番伊にて ロータリーソング｢我等の生業｣
会員卓話

中」
出 信 行

第 1456 回例会(3/14 合同夜間例会)報告
進行：中越 SAA
◎開会点鐘
◎会長挨拶 戸田 七尾みなと RC 会長
本日のゲストは山成商事㈱代表取締役社長 山口宗
大様です。よろしくお願いいたします。
今日は七尾 RC との合同夜間例会です。先日の和倉
万葉マラソンの給水ボランティアの参加、お互い、ご
苦労さまでした。天気にも恵まれ、大変良かったと思
います。
さて、3 月 9 日に「七尾特別支援学校」の卒業式に
出席してきました。七尾みなと RC は毎年、秋の学校
祭「すみれ祭」のバザーに出店して、交流を重ねてお
ります。小学部、中学部、高等部併せて 120 名弱の生
徒さんがおりますが、教職員もほぼ同数いるそうです。
今回の卒業生はおよそ 30 名で一人一人に卒業証書が
手渡されました。校長先生から、卒業生にはなむけの
言葉が述べられ、生徒さんからもお礼の言葉もありま
したが、私自身少し違和感を覚えました。それは、普
通校の卒業式では、卒業生や先生、保護者が涙を流し
て、感謝と別れを告げる光景が見られますが、この学
校では、卒業の喜びもさることながら、この先の不安
感からか、異様な緊張感を感じました。とにかく、こ
の不安感をすこしでも和らげられるように、もっとも
っと協力していかねばならないと感じた卒業式でし
た。
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

◎出席報告(紙面にて)
会員総数 49 名(内、出席規定適用の免除者 4 名)出席者 41 名
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メイク 3/12 クラブ会長エレクト研修セミナー：多田
3/12 能登和倉万葉の里マラソン 2017 給水ボランティア
：戸田、鳥畑、松井、伊藤、山田、今井富夫、井田、
所司、中野、間蔵、桑原、木下敬夫、川島、岡崎、
茶谷、長、長坂、田中
◎ニコニコ箱紹介 田中 クラブ奉仕委員長
七尾 RC 会長 木下博安さん
合同例会お世話になります。
戸田 合同例会楽しみましょう。山口さん卓話よろし
くお願いします。
姥浦昭二 合同例会、七尾クラブの皆様よろしく。
中越 ボランティアを欠席ごめんなさい。藤舎まいさ
んと出会いました。楽しかったです。合同例会ごく
ろうさま。
山田、長、岡崎、鳥畑、井田、吉井、桑原、間蔵、
山本勝義、西野、木下徳泰、多田、久保
山口さん、ようこそ七尾みなと RC へ。今日は卓話
ありがとうございます‼
今井富夫 桜のつぼみがふくらんで来ました。
三井 若さいっぱい社長頑張ってください。
長田 新どんたく社長頑張ってください。
松井 給水ボランティアご協力ありがとうございま
した。
3/14 日計 25,000 円
累計 914,700 円

◎ゲスト卓話『今までの自分 これからの自分』
山成商事㈱ 代表取締役社長 山 口 宗 大 氏
“今までの自分、これからの自分“をテーマに話さ
れました。
初めにスーパーの生き残りについては、勝ち残ると
いうより、いかにして生き残るかと言う事時代に入っ
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18:30 炉辺夜間例会 ( ゆけむりの宿美湾荘 )
送迎バスは、18:00 に七尾商工会議所前出発

クラブフォーラム 多田次年度会長テーマ・方針発表

今井

事

戸田 一明
森 仁志
鳥畑 弘
寺田 彰
今井 富夫

てきていま
す。スーパー
では大手の
再編成が終
わり、トーナ
メントで言
えば生き残
りをかけた
準決勝の段
階に来てお
り、もうすぐ
決勝の段階
が来るそう
です。
それではまず初めに、自己紹介させていただきます。
趣味は釣りで、夜な夜なメバルやスズキを釣りに行っ
ています。また仕事上昨年８月にゴルフを始めなくて
はいけなくなり、練習を始めた次第です。
学校は、小丸山小学校、御祓中学校、七尾高校、そ
して早稲田大学政治経済学部に入学しました。ただ大
学に入って何をしたいかということもなく、何となく
難しい大学に入りたかっただけでした。学生生活にお
いては特に変化もなく過ごしていましたが、こんな生
活なら早めに勤めてみようかと、中退して築地市場で
働くことにしました。３年間仲卸の鮮魚を扱う仕事を
していました。それと同時に転送（市場から市場へ送
る）の仕事もしました。父から従業員を大切にする素
晴らしい会社があるからと、その後３年間九州のスー
パー“ハローデイ”に 25 歳で新入社員として入社し
新人研修も受けました。このハローデイは『ガイヤの
夜明け』でも紹介されたことのあるスーパーです。パ
ートさんも社員も生き生きとして働き、色々なアイデ
アを出し合い、競い合ってお店自体を高めている素晴
らしいスーパーです。又売り場自体もお客さんの目を
楽しませるような色々な工夫をしています。価格競争
に巻き込まれないようなお店を目指しています。うち
のお店も父がこのお店を参考に、売り場のモデリング
に勤め雰囲気を変えてきました。
うちの会社のもとは鮮魚の卸問屋が始まりでした
ので、築地、ハローデイと６年間鮮魚に努めました。
これも鮮魚に関して他のスーパーに負けない自信を
付けようと思った次第です。その後山成商事に入社し、
最初の１年間は魚屋のチーフをしていました。２年目
から４年目はナッピィ店店長業務に努めました。そこ
では道路建設による立地条件の変化がいかに影響受
けるか痛いほど学びました。
去年の２月頃、父から来年から専務だと言われ、３
月１日に専務に就任しました。予定としては３年専務
２年副社長を務め、徐々に引継ぎをして社長にとのこ

次週予告
３月 ２８日（火）１２:３０開会点鐘 番伊
ゲスト 七尾市産業部観光交流課長 楠

とでした。しかし昨年３月３１日急逝したため突然３
３歳で社長になった次第です。
引継ぎもできなかったため、管理に関してほとんど
知らないので現状把握から始めました。
また、中身の改革においては働き手の確保が急務で経
理だけではなく、人材育成と人材確保の為に人事教育
部を作りました。また、営業本部と管理本部の二本立
てでしたが、新しくマーケティング戦略室を作りまし
た。広告宣伝に関して価格に左右されないような付加
価値、例えばレシートの 1％還元、野球教室など地域
との繋がりや素晴らしいアイデア、発想を目指してい
ます。
今期は変化と成長を目標に掲げています。今は 14
店舗でチェーンストア―展開しています。人口が増え
ている時は有効に利益を上げますが、店が増えて人口
減の今は飽和状態で売り上げが右肩下がりで、大手の
強豪が入ってくると共倒れになるような可能性があ
ります。また、大手以外にも異業種との戦いが始まっ
ています。コンビニ、ドラッグストアー、外食産業等
の台頭で内部から攻められる環境になってきていま
す。その中でスーパーマーケットとして何をしなけれ
ばいけないかと考えると、生鮮食品しかないのではな
いかと思えてきます。今年の目標としては生鮮構成比
を上げていくことと共にその中でも総菜部門に重点
を置いていくつもりです。もう一つは高質化をさらに
進めていきたいと思っています。お値ごろでいい商品
を出すスーパーを目指すとともに、専門性、話題性、
地域性に特化しようと努めています。専門性において
は他に置いていないような品揃え、その商品知識に精
通してもらうために今回３０名ほどにソムリエ試験
を受けさせる予定です。社内検定を設けて、一般のパ
ートさんでも対応できる体制を整えています。話題性
においてはあっと驚くような、楽しめるような商品や
新商品を整えるようにしています。地域性に関しては
各店舗の規模も違うので、同じようにはできないため、
その地域が求めている商品や商品展示を心がけてい
ます。
また、今までは営業本部と管理部門が別々だったの
を、４月から新鮮館に統合し時間のロスをなくし、即
断即決で対応できるようにしました。
これからも自分たちの独自性を出して頑張ってい
きます。３３歳と若いのですが、ご指導ご鞭撻をいた
だきながら七尾の発展に尽くしていきたいと思って
います。これからもよろしくお願いします。
◎閉会点鐘

〔担当：西野二郎・山本勝義〕

＊懇親会の様子(写真)は、次回の週報に掲載します。

今週の例会担当者： 木村、三井、永江
川島、岡崎、佐味一郎
(3/21)

利勝 氏

次週の例会担当者： 辰田、中越、久保
長坂、大森
(3/28)

