
第2062 回 例会
6 月 8 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話　　
北陸財務局　管財部管財総括第一課長
岩本昌夫　氏

「公的資産の有効活用を通じたまちづくり   
　　　　　　　　　～地域活性化の支援」

２．出　欠
出　席　31 名　　欠　席　19 名
出席率　65.96%　　ビジター　1 名

３．来訪者（敬称略）
・東京八王子北ＲＣ　　鈴木秀男　　　

４．ニコニコボックス
岩本昌夫氏

本日お話をさせて頂きます。宜しくお願い致します。
松本君、中川君

本日の講師、岩本様のお話を楽しみにしています。
　　合計 22,000 円（累計 845,000 円）

第2063 回 例会 職場訪問例会
6 月 15 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
浅ノ川総合病院　人工呼吸器センター
看護師長　柳美知代　氏
研究員　　平石博敏　氏

「 みんなで知ろう脳卒中 」
２．出　欠

出　席　31 名　　欠　席　19 名
出席率　67.39%　　ビジター　2 名

３．来訪者（敬称略）
金沢西ＲＣ　　澤田幸壮

４．幹事報告
・6 月 22 日（木）最終夜間例会、18 時 30 分、松魚亭にて

５．ニコニコボックス
松本君、中川君

本日の講師、柳様のお話を楽しみにしています。また、軽井沢
旅行を楽しんで参りました。お世話頂き有難うございました。

木村（功）君　
柳様、今日の講演を受けて頂きまして有難うございました。

吉井君　ガバナー補佐としての最終訪問に参りました。色々と有難
うございました。

佐賀君　東京小石川ＲＣとの親睦旅行のご協力、有難うございました。
合計 8,000 円（累計 853,000 円）

第2064 回 例会 最終夜間例会 
6 月 22 日（木）晴れ／ 18：30 〜 21：00［松魚亭］

１．点　鐘
①　ロータリーソング　｢それでこそロータリー｣
②　松本会長挨拶
③　中川幹事挨拶
④　新旧会長・幹事バッチ交換
⑤　松魚亭より会長、幹事へ花束贈呈
⑥　ニコニコボックスの披露
⑦　ミニコンサート
⑧　乾杯
⑨　ゴルフ成績発表
⑩　閉会の挨拶　　佐賀会長エレクト
⑪　ロータリーソング「手に手つないで」

２．出　欠
出　席　32 名　　欠　席　18 名　　出席率　69.57%
ご夫人　12 名

３．ニコニコボックス
松本君、中川君

１年間、有難うございました。７月から、佐賀さん、中浦
さん頑張って下さい。

佐賀君　松本会長様、中川幹事様。一年間ご苦労様でした。次年度
の勉強をさせて頂き、本当に有難うございました。

畠　君　本日は、所用で欠席します。松本会長、中川幹事、一年間
お疲れ様でした。

中川君　本日のゴルフコンペにおいて、またもや優勝してしまいま
した。もう二度と優勝しませんので、お許しを…

内堀君　今日のコンペ、準優勝でした。松本会長、大村様、パートナー
のお陰でした。有難うございます。

奥田君　31 年の長い間、お世話になり有難うございました。今後の
身の振り方は決めてはおりませんが、まだ現役なので、皆
様方の友情とご理解のほどお願い申し上げます。

　　合計 15,000 円（累計 868,000 円）

          第137 回 ゴルフコンペ成績
平成 29 年 6 月 22 日（木）［片山津ＧＣ 白山コース］

O I G H N
優　勝 中川　茂樹 47 48 95 21 74
準優勝 内堀　　茂 53 55 108 33 75
第３位 中村　實博 48 47 95 18 77
第４位 山上　公介 44 42 86 8 78
第５位 松本　範夫 51 48 99 19 80

第 10 位 屶網　大介 51 48 99 18 81
B Ｂ 横井　清治

松本範夫会長杯　　中浦　洋昭

■ 7 月クラブ日誌
●  6  日（木） 新会員（小嶋修一君、渡邊尚孝君）研修会　松魚亭にて
● 13 日（木） ７月定例理事会　　　　　　　　　　　  松魚亭にて
● 27 日（木） クラブ管理運営委員会炉辺会合　　　　  はざまにて

■ 講話予定
● ８月   3 日（木）夏祭り
● ８月 10 日（木）休会
● ８月 17 日（木）休会
● ８月 24 日（木）NPO 法人シェきらり理事　新谷愛子氏
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「浅野川暮色」

七月の論語

「兼六園・新緑のことじ灯籠」
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●会員数／ 49 名 ●クラブ設立／昭和 48 年 10 月 3 日

◎例会日／木曜日 12：30〜13：30

◎例会場／松魚亭　金沢市東山 1-38-30 TEL:076-252-2271 FAX:076-252-2273

●会長／佐賀　務 ●会長エレクト／内堀　茂 ●副会長／中村 芳明
●幹事／中浦 洋昭 ●副幹事／向峠 仁志 ●会場監督／松田 光代 ●会計／中川 茂樹
●クラブ会報委員長／大場 修



　
2017 〜 2018 年度　国際ロータリーテーマ 2017 〜 2018 年度　金沢北ロータリークラブテーマ

ロータリー：変化をもたらす ROTARY：MAKING A DIFFERENCE ロータリーで自己実現RI 会長　イアン H.S. ライズリー 会長　佐賀　務

ロータリーの歩み②　その4
第 2680 地区 PDG　田中　毅

ミシガン大学で最新の経営学を学んだシェル
ドンは、この末期的な状態を是正するために、
1902年にシェルドン・スクールを設立して、全
く新しい形の経営学を教えました。そして、「He 
profits most who serves best 」というフレーズを
この学校のモットーとして作ったのです。

シェルドンの考え方は結論から言えば原因結
果論です。シェルドン経営学理念は、継続的な
事業の発展を得るために自分の儲けを優先する
のではなく自分職業を通じて社会に貢献という
意図を持って事業を営む、すなわち会社経営を
学問と捉えて原理則に基づいた企業経営をすべ
きだと考えました。また、利益を独占するので

はなく、従業員や取引に関係する人たちと適正
に再配分することが継続的に利益を得る方法だ
と考えたのです。すなわち当時からすれば、極
めて革命的な考え方であったと言えましょう。
儲けようと思ったら他人の立場に立って、自ら
が先に奉仕をしなければなりません。その奉仕
が後から利益となって返ってくるのです。ささ
やかな奉仕には、ささやかな利益しか得られま
せんが、大きな奉仕には大きな利益が還元され
ます。その順番を間違えないことが大切です。
利益を得ることを優先にした事業は結果として
失敗します。相手に奉仕することが先行されな
ければならないのです。

　皆様、こんにちは。この度、金沢北ロータリー
クラブに入会させていただきました渡邊尚孝で
す。どこの馬の骨か判りかねると思いますので、
生い立ちをお話しいたします。1958 年 8 月
15日、俗に言います終戦記念日に生まれたため
幼少時代あまり祝ってもらえませんでした。
ポツダム宣言を受諾し戦争終結を公式に『終戦
の詔書』として表明されたのは 1945 年 8 月
14日であり、ラジオ放送を通して広く国民に報
じられたのが 8月 15日であるため、8月 15日
が終戦記念日となっていますが、実は 14日が終
戦日であり、15日は再生ジャパンのスタート！始
まりの記念すべき祭日なのであります・・・・・・
どうでもいい話ですが。
　兵庫県北部、但馬の国の針問屋（渡邊万
太郎商店）で生まれました。日本海に面した町
で、志賀直哉の『城崎にて』でおなじみの城
崎温泉や諸先輩方の記憶にあるかと思います
が、吉永小百合主演の『夢千代日記』の舞台
となった湯村温泉があり、近年では日本のマ
チュピチと言われています天空の城『竹田城』
が観光名所となっております。湯村温泉から
10㎞ほど北上した、日本海に面したところで生
まれ育ちました。スキー場までは車で 30 分程
度、海水浴場まで徒歩 10 分、各家庭が温泉
を引き入れ、四季を通して温泉三昧！冬は松葉
ガニを食べながら熱燗で一杯、夏はホタルイカ

　初めまして、小嶋修一と申します。
私は昭和電機気北陸㈱という電気工事材料卸
の小さな会社を経営致しております。経営と申し
ましてもまだ 20 年と未熟なものでして、この
会社も明年満 20 才になろうとしております。
　私は高校を卒業してから電気工事業界に入り
まして、今年で 50 年経過しましたが一筋に勤め
させて頂いております。そして20年前に独立致し
まして、現在に至っております。その間いろいろな
方々に教えを頂き、お叱りを頂き、お力を頂き
有り難い事に色々な素晴らしい方々に出会えまし
た。これは今の私には目に見えている財力はあり
ませんが、人脈という宝を戴いていると感謝し、
自負しております。本当に仕事、仕事一筋の半
生でした。今年来年は、何もかもが節目の時です。
　また仕事以外には何かないのかという事です
が、他の方にお聞きすると色々楽しく羨ましい様
な旅行、スポーツ等とお聞きしますが、私にはこ
れと言って特別なものはなく、ただ畑が少々ある
という事で、野菜作りを楽しみながらやっており

で生ビール。注目すべきは神戸牛・松坂牛の
ルーツである但馬牛の生産地であり、畜産業も
非常に盛んな地域であります。このような恵ま
れた田舎を出て 40 年！サラリーマン生活も30
年を超え、ふと気がつくとこれといった趣味もな
く酒・たばこ・女知らずではつまらないと、
2011 年、埼玉県への転勤を契機に目覚めて
きた一つに、旅行があります。この 6 年間で
中国（上海）・台湾・マレーシア・ベトナム・フィ
リピンを巡ること三十数回を数え、現地にも知
り合いができ、非常に楽しいトラベル生活をエ
ンジョイしており、見知らぬ土地に足を運ぶこと
も然ること、旅行を企画することに魅力を感じ
『未知の世界が無限に存在する』ことが実感で
きます。
　最後に会社の PRを。8 月より全国の高等
学校の球児が、甲子園球場に集結いたします。
石川県にも強豪校が数多くありますが、全国各
地にはその上をいくような強者校が都道府県を
代表して甲子園球場で熱戦が繰り広げられます
ので、是非、全試合の応援をお願いいたします。
応援・観戦して頂きますと、必ずやもれなくライ
ト側スタンドより真っ赤な文字の『不二サッシ』
を皆様にお届けできると思います。
　このような私ではありますが、金沢北ロータ
リークラブの一員として認められるよう精進いた
しますので、ご指導よろしくお願いいたします。

ます。力も必要で大変な事も多いのですが、こ
れもなかなか良いもので、自分の植え付けた種
や苗が大きく日々に育ち花から実へと育つ悦び。
これも仕事の喜びと一致するものがあろうかと
思っています。また読書を少々たしなみますが、
これも世の中の知名人の方々の考え方を知り、
ある時には自分の道しるべとなっております。
お酒は種類を問わず人一倍好きな方と思います
が、それも美味しい料理を頂きながらとくると格
別ですね。他人様から美味しい情報を頂くと、
馳せ参じて食したいと思います。まあ体を動か
せ、お酒も料理も美味しい。これこそ健康の証
ですね。
　私を色々と簡単に紹介させていただきました
が、何よりもまずは、一献傾けさせていただき、
お話させていただければ、小嶋修一という人
間を一番知って頂けるのではと思っています。
皆様、今後共よろしくお願い申し上げます。
追記して申し上げれば、家族は妻、2 男です。

私の名刺　
渡邊　尚孝（わたなべ　なおたか）
S33.8.15 生まれ
日海不二サッシ（株）　代表取締役社長
職業分類：金属製建具工事

私の名刺　
小嶋　修一（こじま　しゅういち）
S24.3.10 生まれ
昭和電気北陸（株）　代表取締役
職業分類：電設資材卸


