
第2091 回 例会  
3 月 1 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：00［松魚亭］

１．講　話
㈱ツエーゲン代表取締役ＧＭ
西川　圭史　氏

「スポーツの力で石川を元気に」　
２．出　欠

出　席　30 名　　欠　席　19 名
出席率　68.18%

３．幹事報告
・東京小石川ＲＣ様より、大雪見舞いを拝受
・2010 〜 2011 年度　財団奨学生　棒田君が来会。

４．お誕生日祝い（敬称略）
　1 日　　馬場　　貢
　2 日　　中村　芳明
　4 日　　横井　清治
10 日　　小嶋　修一
13 日　　松田　光代
25 日　　畠　　善昭
26 日　　向峠　仁志

５．ご結婚記念日祝い ( 敬称略 )
　6 日　　小間井宏尚　 　　 11 日　　大澤　久廣
15 日　　北﨑　浩三　　 　 18 日　　大場　　修
21 日　　水巻　啓光、　寺岡　健一、　松田　光代
22 日　　玉田　善明　　 　 28 日　　馬場　　貢
29 日　　佃　　一成　　 　 30 日　　畠　　善昭

６．ニコニコボックス　
内堀君、中浦君

西川氏のお話を楽しみにしています。
屶網君　西川氏を講師としてお迎えして。お話を楽しみにしています。
横井君　誕生祝、有難うございます。
馬場（貢）君

お誕生日祝いを頂いて。
　　合計 7,000 円（累計 458,000 円）

■ 2 月クラブ日誌
● 15 日（木） ２月定例理事会　　　　　　　　　　　  松魚亭にて
● 22 日（木） 第２回次年度理事会　　　　　　　　　  松魚亭にて

理事会報告  
2 月 22 日（木）／ 出席者　15 名

◆ 審議事項
　①京都洛北ＲＣ合同お花見夜間例会の件
　　４月１２日（木）お祝儀をどうするか
　②その他

第2092 回 例会
3 月 8 日（木）雨／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
会員　木村　康徳　君

「経営者としてのこれまでと、
　　　プラス中小企業診断士としてのこれから」

２．出　欠
出　席　31 名　　欠　席　18 名
出席率　65.96%　　ビジター　3 名

３．来訪者（敬称略）
金沢西ＲＣ　　澤田幸壮　　坂本藩應
香林坊ＲＣ　　木下弘治

４．幹事報告
・金沢百万石ＲＣ２０周年式典　４月２１日（土）
・大村智先生（ノーベル生理学・医学賞受賞）後援会
  ４月２８日（土）野々市文化会館フォルテ大ホール
  拝聴ご希望の方は、事務局までご連絡ください。

５．ニコニコボックス
佐賀君、中浦君　中小企業診断士、木村康徳会員の経営のお話を楽

しみにしています。
佐賀君　アイアンマン、ニュージーランド２０１８（北島タウポ）を

（スイム３．８㎞、バイク１８０㎞、マラソン４２．１９５㎞）
完走できました。会員の皆様のお陰です。ニュージーランド・
タウポＲＣの会員、マリー・ロックウッドさんが大会のボ
ランティアをなさっており、交流を図ることも出来ました。

中村（芳）君　先週お誕生日のお祝い、有難うございました。
　　合計 7,000 円（累計 465,000 円）

理事会報告  
3 月 8 日（木）／ 出席者　11 名

◆ 審議事項
　①京都洛北ＲＣ合同お花見例会の件
　②東京小石川ＲＣより拝受した大雪に対するお見舞金の件
　　義捐金基金に入金
◆その他
　①事務局再雇用制度の構築

第2093 回 例会
3 月 15 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
水引作家　廣瀬　由利子　氏　

「ふだんづかいの水引」
２．出　欠

出　席　30 名　　欠　席　19 名
出席率　68.19%　　ビジター　2 名

３．来訪者（敬称略）
白山石川ＲＣ　　　永瀬喜子
金沢香林坊ＲＣ　　宝達伸也

４．幹事報告
・３月２２日（木）は休会

５．ニコニコボックス
白山石川ＲＣ　永瀬喜子君

初めてお邪魔致します。次年度何かとお世話になることと存
じます。なにとぞサポート、ご指導を宜しくお願い致します。

佐賀君、中浦君
水引作家、廣瀬由利子さんのお話を楽しみにしています。

屶網君　講師に、廣瀬さんをお迎えして。お話を楽しみにしています。
内堀君、向峠君

石川第一分区、次年度ガバナー補佐の永瀬喜子さんをお迎
えして。

松本君　孫が高校受験に受かりました。特に、うちのかみさんの後
輩になったので、機嫌がよく。お陰で、松本家の平和がし
ばらく続きそうです。

　　合計 12,000 円（累計 477,000 円）

■ 講話予定
● ４月   5 日（木） ミニコンサート　福井直秀氏、他２名
● ４月 12 日（木）京都洛北ＲＣ合同お花見夜間例会
● ４月 19 日（木）金沢武士団　代表取締役　中野秀光氏
 　　　　　　　　　「スポーツを通じた街づくり」
● ４月 26 日（木）休　会

発行  2018.4.5thu NO.943

「浅野川暮色」「兼六園・梅林」「兼六園・梅林」

子曰く、
君子は人の美を成す。
人の悪を成さず。
小人は是に反す。

四月の論語

棒田　恵　君

●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



　2 月 16 日に金沢市教育プラザ冨樫であり
ました。主催者は、金沢市教育委員会と金
沢市小中学校校外指導連盟です。
　表彰者は「人命救助」で中学校 3 件 8 名、
小学校 2 件 6 名でした。「善行」では、中学
校 6 件 8 名でした。推薦理由のそれぞれ一
例を紹介すると『10 月 27 日午後 3 時頃、
松村地内の横断歩道を渡ろうとした高齢の
女性が、意識を失って車道に倒れたことに
気づいた。駆け寄って周りの人に助けを求
め、緊急通報に協力した』や『金沢市子ど
も会連合会の少年委員会委員長として、毎
月の定例会をはじめ、提灯・太鼓行列や子

ども会大会など、大きな行事の企画運営まで、
様々な活動の中心的な役割を担った』など。
　金沢市長と県警本部少年課課長の励まし
の言葉の後に、金沢 8RC を代表して、一言
挨拶をしました。子供たちの一歩前に踏み
出す勇気と、子ども会行事に積極的に参加
して活躍したことを褒めて、記念品の授与
をしました。
　22 名の本当に勇気と元気のある小中学生
に出会い、久しぶりに爽やかな気持でかえ
りました。
　後日、小中学校校外指導連盟よりお礼状
がとどきました。

日本から中東へ
　3 月 16 日私が顧問を務める上場会社日本Ｍ＆Ａ
センターの企画により、縁あって 22 日までドバ
イの国際会議に出席してきました。中東情勢と合
わせて、会員の皆様方に感じたことを少し申し上
げてみたいと思います。
　世界で最もサービスが優れていると言われる「エ
ミレーツ航空」で、22 時発ＪＬ ＥＫ３１９便にて成
田を発ち、１１時間３０分のフライト後、１６日早
朝４時４５分にドバイ国際航空に無地到着いたしま
した。機中は、サービス世界一と言われているように、
サービスも料理も思った以上に素晴らしく、快適な
旅の始まりでした。機内では初めて経験したラウン
ジもあり、期待していた以上の環境で、日本の喧騒
から少し離れた異文化に触れさせていただきました。

　会員の皆様方がお聞きになり
たいゴルフ場のプレー料金は、
日本円で約７万円、私が宿泊し
たホテルは５つ星でしたが、ド
バイには宿泊料が３０万円の世
界最高の７つ星ホテル「バー
ジュアルアラブ」もありました。
　空港で迎えてくれたガイド
の話によりますと、ドバイは
季節的には「暑い」か「くそ
暑い」の２つしかなく、首長
は暑いときには自国を避け、
イギリスで過ごすとお聞きし
ました。暑いのを我慢すれば、
治安も世界一（夜の一人歩き
は絶対大丈夫）医療費無料、
税金なし（年末調整もありま
せん）加えて一夫多妻制（ハー
レムではありません）で住み
易さも世界一です。

脚光あびるドバイの情勢
　ドバイは歴史的にはメソボタニア文明を経て金
の貿易の拠点となり、ここ２０年間で世界最大級
の貿易港とハブ空港を作り、今では世界で最も人
口増のアフリカの基地としての役割を果たしてい
ます。紙面の関係で簡単にしか触れられませんが、
物理的なハブから知識ハブへの転換を目指してお
り、課題として「都市、行政、企業、社会、個人、
リソース、インフラ」をスマート化しようとして
いるが、人的資源と財政面が絡み大きな課題とし
て立ちはだかっていると、ジェトロ・ドバイ支店
長が話されていました。
　また、２０１１年からＭＥ NA 地域で反政府民主化
運動、いわゆる「アラブの春」が吹き荒れ、チュニジ
ア、エジプト、リビアまで長期独裁政権が崩壊しまし
た。この中で、ＵＡＥは目立った混乱がなく、その安
定ぶりが際立った結果、周辺諸国からヒト、カネ、企
業の流入が強ま
り、ドバイの経
済回復が加速し
たように感じら
れました。
これからどうするかドバイ
　もともと税金がなく（直接税はなく間接税は今
年から課税）、男女ともに高学歴で１００％大学卒、
経済的には油価が下がり、油が枯渇している情勢
で、財政的にも苦慮されている様子が伺われまし
たが、「心をつなぎ未来をつくる」のテーマで、
２０２０年１０月２０日から２０２１年４月１０
日まで、ＥＸＰＯ２０２０（ドバイ万博）が開催
されます。中東から世界に、今開発中の社会イン
フラでどのように世界にソフトを発信するのか、
今から楽しみです。
おわりに
　２１日２３時、ＥＫ３１９便で日本へと発った。
また喧騒とした中で生きていかねばならないが、
何回外国を訪れても、このまま外国で生活をし
続けていきたいと思ったことは、かつて一度も
ありません。外国の異文化に触れ、外国から見
た日本の良さにまた、憧れてしまうからか。
　最後までお読みいただきまして有難うござい
ました。كلاركش

　
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 6
第 2680 地区 PDG　田中　毅

Service をする立場からは、どのように表現したらい
いのでしょうか。「奉仕」という言葉が、パチンコ屋の
出血サービスやバーゲン・セールを連想して、どうし
ても嫌ならば、これを「貢献」と訳すのも一つの方法
かもしれません。

シェルドンの定義によると、世に有用な全ての事業
に従事することを奉仕と呼んでいますから、自らの事
業を通じて、継続的な利益をもたらす顧客を確保する
ことが、ロータリーの職業奉仕だということになりま
す。それではどのような企業経営をしたら、継続的な
利益をもたらす顧客確保できるのでしょうか。シェル
ドンはインドの哲学者バカバン・ダスの書いた「平和
の科学」から学んだと前置きをして、「品質、量、管理
状態」が奉仕を計る普遍的な基準であり、この三つの
要素がそろって、始めて価値ある奉仕をすることが可
能になると述べています。

良いセールスマンになろうと思えば、正しい「質・
量・管理の方法」で商談を進めることです。あなたが
顧客に言っている言葉の質を確かめてください。あな

たは良い言葉を使っていますか。顧客の心証を害する
ような発言はしていませんか。あなたの商談の量は適
切ですか。論理的に話していますか。要点をしぼって
話していますか。適切に話していますか。顧客の前で
の態度はどうですか。セールスマンを雇っている会社
は、そのスタッフによって評価されていることを、忘
れてはなりません。

貴方が製造業の良い事業主になろうと思えば、正し
い「質・量・管理状態」で企業経営を進めなければなり
ません。自社の製品の質に自信がありますか。うっかり
ミスに備えた対策を講じていますか。常に製品の研究開
発を進めていますか。十分な製品を作るための設備投資
を行っていますか。万一の場合に備えた対策を講じてい
ますか。マン・パワーを開発するための社員教育を行っ
ていますか。社
員の意見を聞い
て、それを反映
する機会を設け
ていますか。

平成 29 年度「善行児童生徒表彰式」に出席して
会員　内堀　茂

 ドバイ旅行記 
会員　畠　善昭


