
理事会報告  
3 月 7 日（木）／ 出席者　11 名

◆審議事項
　①金沢百万石RC合同お花見夜間例会の件
　　４月１１日（木）午後６時３０分より松魚亭にて
　　為広薫さん（チーズソムリエ）と木村功一会員（シニアソムリエ）
　　による、「ワインとチーズの会」を開催する。
　②東京小石川RC友好訪問決算報告　承認
　③シェきらり法人会員決算報告
　　随時、決算報告をしていただく
　④その他
◆協議事項
　①日本青少年交換研究会金沢会議含む、地区会議の登録料の件

第2136 回 例会
3 月 14 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
RI 第２６１０地区２０１６～１７年度ガバナー　
岡部　一輝　（南砺ＲＣ）氏
「ＲＬＩについて」

２．出　欠
出　席　28名　　欠　席　20名
出席率　63.64%

３．幹事報告
・例会終了後、次年度理事会開催

４．ニコニコボックス
パストガバナー　岡部一輝君

本日、お話に伺いました。宜しくお願い致します。
内堀君、向峠君

本日は、岡部一輝パストガバナーにお越し頂きました。お
話を楽しみにしています。

　　合計 4,000 円（累計 621,000 円）

第2137 回 例会
3 月 28 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
会員　今村則昭　君
（株）米沢産業　中野賢一　氏
「（株）米沢産業　そしてミツウロコでんき」

２．出　欠
出　席　28名　　欠　席　20名
出席率　63.63%

３．ニコニコボックス
内堀君、向峠君

本日のゲスト、中野様のお話を楽しみにしています。
畠　君　パリ、プラハ、ウイーンを旅してきました。

合計 6,000 円（累計 627,000 円）

第2138 回 例会
4 月 4 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
狩女の会　主宰　
福岡　富士子　氏
「私がお伝えしたいこと」　

２．出　欠
出　席　30名　　欠　席　15名
出席率　71.43%　　ビジター　2名

３．来訪者（敬称略）
金　沢ＲＣ　　吉田国男
金沢西ＲＣ　　澤田幸壮

４．お誕生日祝い（敬称略）
　8日　　　小間井宏尚
　8日　　　高田　幸治
12日　　　本田　正敏
24日　　　卯野　正博

５．ご結婚記念日祝い ( 敬称略 )
　4日　　　越田　和好
　5日　　　大村　精二
14日　　　松本　範夫
16日　　　岡田　　進
26日　　　吉井　　清
30日　　　本田　正敏

６．ニコニコボックス
内堀君、向峠君

本日の講師に、福岡富士子氏をお迎えして、お話楽しみに
しています。

魚住君　春うらら　春蘭咲いて　桜雪
卯野君　誕生月です。ありがとうございました。
本田君　４月誕生月と結婚記念月を迎えます。健康第一に感謝です。

　　合計 11,000 円（累計 638,000 円）

■金沢市内 RC 6 月 例会変更
金沢東RC
6月 17日（月）　休　会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢西RC
6月 28日（金）　18:00 ～　金沢東急ホテル「最終夜間例会」
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢南RC
6月 18日（火）　18:30 ～　会場未定「最終夜間例会」
6月 25日（火）　休　会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金沢北RC
6月 27日（木）　18:30 ～　松魚亭「最終夜間例会」
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
香林坊RC
6月 17日（月）　18:30 ～　金沢東急ホテル「やれやれ会」
6月 24日（月）　休　会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
みなとRC
6月　4日（火）　11:50 集合　「白山比咩神社参拝例会」
6月 18日（火）　時間未定　ANAクラウンプラザホテル金沢１９階
　　　　　　　　「最終夜間例会」　
6月 25日（火）　休　会
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
百万石RC
6月 13日（木）　19:00 ～　会場未定「会場変更例会」
6月 27日（木）　19:00 ～　金沢茶屋　割烹つづみ「会長・幹事慰労会」

■ 講話予定
● ６月   6 日（木）国際協力団体ブルードット　代表　赤坂友紀　氏

”フィリピン・レイテ島と日本をつなぐ”
● ６月 13 日（木）ゴルフレッスンプロ　藤田勝浩　氏

「 jr ゴルファー育成活動の取り組み」
● ６月 20 日（木）河田康雄　氏

「つる幸からせつ理へ」（ブラックですべらない厨房の中の話し）
● ６月 27 日（木）最終夜間例会
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●会長／内堀　茂 ●会長エレクト／中村　芳明 ●副会長／中村 實博
●幹事／向峠 仁志 ●副幹事／大場　修 ●会場監督／本田 正敏 ●会計／向峠 仁志
●クラブ会報委員長／山上 公介
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私の事業戦略
会　員　玉田　善明

運送業界の現状
会　員　丹羽　雅治

　トラック輸送産業は、国内物流の基幹的
役割をはたしています。私たちの暮らしにお
いても、物流サービスは無くてはならないも
のになっています。しかし、全産業と平均と
比べても「2倍長く、2 割安いと」と言わ
れています。貨物運送事業の求人倍率は
2.84 倍 ( 平成 30 年度値 )に達し、人手
不足は深刻です。また、ドライバーの平均
年齢も年々上昇し、全国平均 47 歳を超え
る等、中高年層の労働条件を改善し、若
年労働者を呼び込む対策が不可欠であると
思います。
　トラック運送業界は規制緩和以降、新規
参入事業者数の大幅増加と長期にわたる
景気の後退のもと、一部のトラック運送事
業者が原価割れの運賃、料金を掲示して
荷主を奪う等、行き過ぎた競争を繰り返し
てきました。暮らしのインフラであるトラック

　職業奉仕とロータリークラブでは申します
が、私の職業はタンク屋さんです。
世の中、タンクと一口に申しましても多くの
用途、種類があり且つその素材も鉄、ステ
ンレス、FRP、アルミ等何でも有り、且つ
事業規模も大きな会社から町工場迄正しく
種々雑多です。タンク＝容器を製造する企
業ですから、そのコンセプトに基づき、何
でもチャレンジをして行こうと私は思っており
ます。
　しかし、元はガソリンスタンド等の専門工
事屋さんだった私が社長に就任した３０年
程前から、スタンド向け地下タンクの専門
メーカーへと進化、転化、特化した感じで
す。当然本来の本業も地味ではありますが
延 と々続けております。
　ニッチトップ、隙間産業にフォーカスした
事業領域で生きて行く事が、ブルーオーシャ
ンでの経営だと思っておりますが、正しく私
はその領域で今日を迎えました。これから
も変化は常道の精神で不易流行を社是とし
て、変えるべきものは変え、不変であるべ

きものは断じて変えないつもりです。変える
べきものは事業の内容であり、不変のもの
は経営理念だと思っており、その理念に反
れた経営をしていないか、時代に合致して
いるかを常に注意して参ります。国内は少
子高齢化、急激な人口減少等経済環境は
シュリンクする方法に向かっており、存在価
値が低い企業は淘汰されて行きます。
　具体的戦略としては①変化する為の新た
な挑戦をし続けること②海外への足掛かり
を着けることの二方面戦略を実行しており
ます。いずれもハードで大変ではありますが、
「たとえ明日この地球が滅びようと、今日私
はリンゴの木を植える」を拠り所としており
ます。
同じく、私は般若心経の教えを経営では大
事だと思う時があります、即ち薬師寺の提
唱する「かたよらない、こだわらない、と
らわれない」色即是空、空即是色の世界
を常に意識した経営ですが、この辺にロー
タリーでの職業奉仕と相通ずる処が有りそ
うです。

輸送サービスを安全かつ安定的に提供する
ために、トラック運送業界 1 社 1 社がコン
プライアンス経営に励み、社会の変化にも
しなやかに対応できる力強い産業に代わる
ことが重要だと思います。
　当社も、社会情勢の変化にいち早く対応
できるように準備をしていますが、深刻な人
材不足と、人件費の上げざる負えない状況
が数年続いており、労働条件を改善する
Iot 等の生産性向上の方策に中々進めない
状況でもあります。
　また、4月からの働き方改革による時間
外労働の上限規制など、運送業界を取り巻
く環境は一層厳しくなると考えられ、当社だ
けではクリアできない問題も多数あり、お客
様の協力を頂きながら環境変化に柔軟に対
応していかないと安定的なインフラを提供で
きなくなると考えています。

第2135 回 例会
3 月 7 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
日本睡眠医学協会　理事長
大谷　憲（香林坊RC）氏
「最高の睡眠は血流で決まる」　

２．出　欠
出　席　25名　　欠　席　21名
出席率　59.52%

３．幹事報告
・例会終了後、３月定例理事会開催
・マルチプル米山功労者、内堀会員に認定書贈呈

４．お誕生日祝い（敬称略）
　1日　　　馬場　　貢
　2日　　　中村　芳明
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
18日　　　大場　　修
21日　　　水巻　啓光
21日　　　寺岡　健一
21日　　　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
香林坊RC　大谷憲君

本日は、お話しさせていただき、有難うございました。
内堀君、向峠君

今年度二回目の講師、大谷憲様のお話を楽しみにしています。
畠　君　今では、誕生日はロータリーでしか、祝ってもらえません。

感謝。
中村（芳）君　お誕生日祝い、有難うございました。
向峠君　誕生日のお祝い、有難うございます。いよいよ４０歳です。
　　　　当クラブに３０代がいなくなりました。

　　合計 12,000 円（累計 617,000 円）


