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2736回 2011年8月4日 早朝例会
会長挨拶・報告

於：日末町「聖徳寺」

野尻 順滋

今日は早朝例会ということで、聖徳寺さんでの例会です。せっかくの機会ですので、聖徳寺さんについて
少しお話をさせて頂きます。お寺を開くことを開基と言うそうですが、開基は１３１１年ちょうど７００年
前になりますが、宗信さんと言う方が開かれたとお聞きしました。聖徳寺という寺号（じごう）の由来です
が、その名の通り聖徳太子と関係があるそうで、聖徳太子の木像が安置されています。この木像が安宅の海
で漁師の網にかかり、その後今日までずっとこのお寺に安置されているとのことです。ちなみに上杉会員、
現在の住職さんは２２代目になるそうです。

★正信偈・唱和

卓話

法話「横川法語」

例会報告

上杉豊明会員

★ 8月 4日（木）〈早朝例会〉 於：日末町「聖徳寺」
・会員数 61名 ・出席数 34名 ・欠席数 27名

・出席率 55.74％

★ メークアップ届
・ 7／30
・ 8／1

加賀４RC合同例会
米山奨学会学友会定時総会

新滝
蓮井正樹

ニコニコ BOX
ニコニ
野尻

順滋

上杉さん、今日は法話をいただきまして有難うございました。

生水

敏雄

今日は早朝例会で上杉様の講話を聞ける事を楽しみにしておりました。有難うございます。

福島

徹

上杉会員、本日は有難うございました。皆様朝早くから有難うございます。野尻会長のもと、頑張っていきますので１年間宜しくお願い致します。

2737回 2011年8月18日 例 会
会長挨拶・報告

於：小松グランドホテル

野尻 順滋
先日、「打ち水大作戦」と題した新聞記事がありました。これは小松市の環境保全団
体「こまつ環境パートナーシップ」が、小松駅前広場で打ち水を行ったというもので、
持ち寄った雨水や風呂の残り湯など約８００ℓをひしゃくで広場にまいたところ、気温
が３１度から２５度まで、約６度下がったそうです。「打ち水」は日本の昔からの風習
で、家の前や庭に水を打ち、涼を求めたものです。省エネルギーやエコ運動の一環とし
て、こういった古来からの生活の知恵を今一度見直してはいかがでしょうか。

★報告
・２０１１〜２０１２年度 ロータリー財団研究グループ交換メンバー

能村 朋子 様
・国際ロータリー第２６１０地区 ロータリー財団委員会
奨学金・学友・GSE小委員会 委員長

卓話

中村 哲郎 様

能村 朋子氏

中村 哲郎氏

「市場の創造」

現在、小松、金沢、富山で、時計店を経営しております。ま
た、横浜でも車関係のお店もさせて頂いております。少し変わ
ったところと言えば、勤め先で２０代の時２回倒産を経験して
石橋 喜代志 様
います。横浜で育ち、父親の経営している建設会社の跡取りと
して、高校で建設科を卒業し、父親の会社は１００人ぐらいの
中堅会社でした。そして、親会社のフジタ工業に入れられまし
た。ところが、高度成長の中、大きな投資や急速な事業展開を
して倒産してしまいました。カー用品卸会社のアルバイト募集
があり、その会社に行き、社長さんと話ができ全てをお話しし
ました。その時、現金で当面の金として１０万円いただき、わ
たしはこの人のもとで一生続けていくと決心しました。半年で、
金沢に小売店を出店したいという、社長の移行があり、独身は
私だけだったので転勤命令が出て金沢に初めてのカーショップ
を作るため北陸にきました。その後、現在の小松にプレハブの
店を作り、本業である卸業を北陸三県で伸ばせと言われ一年で
五倍の売り上げを上げる事が出来ました。ところが、また、他
の部門の経営破たんにより倒産となり、半年かけて先の無い回
収と言う営業をしました。お店で良い時は、いいお付き合いが
できた店がホースで水をかけられたり、つぶれた会社が何しに
◆
中紹
来ていると罵声を浴びせられたりでも、小さな取引先は、大変
橋介
だね。とねぎらっていただいたり、その時、私の営業に対する
者
勝
信念ができたと感じています。最後まであきらめない事が、経
美
営のすべてだという事です。その後、社長の紹介で、今の小松
会
員
店の債権を持っている方からやってみないかとの誘いがありス
タートします。元手１００万で、２５歳の時プレハブの店で起
業でした。当時、アルミホイールとタイヤ専門店が大半だった
のでカーオーディオ主体の店づくりをしました。量販店でしたので、カー用品の専門店ができな
いか ? ２８歳の時、銀行さんからお金を借り現在の小松店の店舗を作りました。内容は、ナカミ
チと言うカーオーディオドイツのレカロシート、BBSのアルミホイールなど、当時北陸では扱っ
ていない高級商品に的を絞った、日本で初めてのカー用品専門店でした。当時は自殺行為のよう
に言われたり老舗の量販店からは、馬鹿にされたのを覚えています。市場は、有るものにあらず
創り出すことだと考えました。必然的に本物志向と顧客の本質的な満足を求める商いの始まりで
した。商いの本質的な意味や弊社の存在意義を追い求めました。その時に、社訓でもある原点の
物ありきでなく、人ありき、と自分が自覚します。その時の店名も変更し、テクニカルスペース
WINGと改名します。
この北陸の地で、商いをさせて頂き今年で２７年、WINGグループでは、時計を取り扱い２２
年。２００２年に金沢店片町でスピリット オブ ブライトリングと言うスイス公認店、コンセ
プトショップを初めて、オープンさせて頂き、小松、金沢、富山、横浜と商いをさせて頂いてお
ります。各店の共通は人生の友となる本物と、人ありきの弊社であり続けることだけです。市場
はある場所の延長だけが商いでなく、違う観点から投資やチャンスを作り上げる事だと思います。
どんな業種でも、自分が認められる、信頼できる、そんな物や人と仕事ができることが生きがい
かも知れません。また、経験や環境で、他業種をみるとその業種がある位置で停滞している。ま
た、かたよった市場しか創造できていないと感じる事があると思います。自分の業種のノウハウ
をプラスすることで、別の業態として変化できる可能性があると思います。それが、カーショッ
プから時計店の移行に疑問や抵抗がなかった思います。

（株）ウイングレボリューション
代表取締役

町の便利な時計屋さんも大切です。掛け時計から、目ざまし時計、メガネ、腕時計と全てにお
いて同じ目線で幅広く置いてある事。ならば、腕時計だけの販売店で、しかも機械式のスイスメ
イドしか扱わない。そこまでする事は当時ではなかったと思いますし理解もされませんでした。
これからお話しすることは、もっと具体的に弊社内の最近、社内全体に送った月一メールです。
接客とは、お客様は、お金を、あなたを信じて使うか、違うものを買うか、違う店で買うか、買
うことをやめるか。キーワードは、あなたが顧客から信じられる人であるかという事です。それ
は、知識ももちろん、相手の心の中に入っていけるかという、あなた自身の問題です。それは、
時計店でなくとも、どんな業種でもいえる事だと思います。けして、テクニックだけではない、
接すると言う接客です。時には、距離感や内面性と言う商品とは関係の無い部分から商いの方向
を理解していただき、購買に導いていくことです。偶然に売れ続けることは、決してありません。
また、まじめに商品を説明しても売れない。この差には、あなた自身が、お客様から信用に値し
ないか、外見しか見えないからです。始から、顧客はあなたを理解しようとは思っていません。
あなたが、顧客に自分という存在を理解してもらったとき、顧客は、心を開きあなたの提案に耳
を傾けます。結果は、昨日より今日と日々、自分の今までしていなかった事を一つでも積み重ね
ていく事です。それは、ある意味今までの生活パターンの変更という事になるかも知れません。
ですがそれを怖たり抵抗があるならば、仕事や人生というものを有意義に、前向きに生きる事を
あなた自身が拒絶している事だと思います。
先ほども述べましたが、成功するか失敗するかは、やってみなければわからないし、やって失
敗してもそこから学ぶ事が必ずあります。やらずに語っていても何もそこには、何も無いと確信
しています。今後とも、公私ともどもよろしくお願いいたします。

例会報告

★ 8月18日（木）〈例会〉 於：小松グランドホテル
・会員数 61名 ・出席数 47名 ・欠席数 14名

・出席率 77.05％

★ メークアップ届
・ 8／4
・ 8／7
・ 8／7
・ 8／7

大西、新滝、新谷、山本、湯浅外志男

ニコニコ BOX
ニコニ
野尻

順滋

石橋さま、人生の歩みを交えた卓話、大変興
味深くお聞きしました。今後の益々のご活躍を
ご期待申し上げます。能村朋子様、あと半月で
出発ですね。お身体に気をつけられ、有意義な
体験をしてきて下さい。中村様、今日はお世話
ありがとうございました。白さん、あと７ヶ月
ですね。お身体に気をつけて頑張って下さい。

生水

敏雄

石橋様、本日はおいそがしい所、卓話してい
ただきましてありがとうございます。今後ます
ます御活躍なさいます様、心よりご期待してお
ります。中村様、本日は大変御苦労様です。能
村様、お身体に気を付けられまして大いに楽し
んで下さい。

杉本

８月早朝理事会 野尻、中川、生水、中西、嶋田、上杉、福島、杉本、那谷、斉藤、川腰
I A・RAC・RC合同清掃活動 野尻、生水、本村、小林朋子、川腰、数左、丸山
湯浅外志男
クラブ職業奉仕委員長会議
上杉、生水、原後、蓮井正樹、川腰、数左、小林幹雄、岡田、
第２回ミニフォーラム

中西

忠彦

石橋様、今日はお忙しい中、卓話にお越し下
さいましてありがとうございます。貴方とは３
０年に渡るポン友ですが、お酒もほどほどにし
て、お互い若くないのだから身体を大事にして
下さい。白さん、石川の夏は韓国にくらべると
かなり暑いですから夏バテに気を付けましょう。
GSE能村さん、担当の金沢RC中村様、ようこ
そ小松ロータリークラブへお越し下さいました。
カナダでおおいに楽しんできて下さい。

塚本

幹雄

おかげさまで、当社コマニーは本日、創立５
０周年を迎えることができました。従業員の頑
張りとお客様や社会からの支援に感謝、感謝で
す。今後、６０年、１００年に向かって精進し
たいと思います。

雅規

能村さん、G S E は一生に一度の充実した体
験を味わうプログラムです。G S E で国際的視
野を広めて下さい。また怪我や病気に気をつけ
て４週間の長旅、がんばって下さい。地区 R 財
団中村小委員長、今日はありがとうございまし
た。

上杉

豊明

先の早朝例会には、会員の皆様ご苦労様でし
た。

福島

徹

誕生祝いありがとうございます。

中橋

勝美

石橋様、本日はお盆明けのおいそがしい中、
卓話をいただきありがとうございます。御苦労
されて成功された様子が眼に浮かびました。こ
れからも益々事業拡大に向けてがんばって下さ
い。当ロータリークラブへの入会もよろしくお
願いします。

地区ロータリー財団委員会GSE小委員長
中村 哲郎 様
この度ご推薦いただきました能村さんと、
G S E 出発前のご挨拶にまいりました。いろい
ろ有難うございます。

2738回 2011年8月25日 例 会
会長挨拶・報告

於：小松グランドホテル

野尻 順滋
今日は㈱アンヤットの濱本さんにこまつのまちづくりについて卓話をいただきます。
私は、１０年前に商店街の理事長をしていたことがあり、その時に「まちづくりと商店
街について、いろいろと考えたことがありました。その頃に中心市街地活性化法案が出
され、いわゆる旧市街地の都市性や地域文化の継承の重要性が語られ、商店街もそうい
った中で都市機能の一つだという認識で商店街のあり方を考えました。
今日は、濱本さんに若い人の経営人の視点でまちづくりのお話をお聞かせいただける
と楽しみにしています。

卓話

『新しい
「こまつ」を創りませんか？ 〜株式会社アンヤットの活動について〜』
現在、私は株式会社アンヤットという「小松の未来を創る」
ことを目的にした社会的企業を経営している。９年間の投資家
生活で延べ９,０００社の上場会社の経営者の方々とのビジネス
戦略等の議論の経験を活かし、地元の資産をキャッシュに変え
ていくビジネスモデルの構築を同時並行的に行っている。その
際、地元の中小事業者の方々がどんどん参加して経済的メリッ
トを享受していただけるような裾野の広い産業構造の構築を目
指している。
私が一昨年の１２月に東京を離れ小松に戻った理由は、
「世界
でも最先端の安全安心な持続可能な循環的社会を構築する」た
めである。これからの時代に地域の自立のためには３つの要素
が大切であると考えている。

（株）アンヤット
代表取締役

濱本 学泰 様

①きれいな水
②食べ物を地域内で作っていること
③地域内で循環している経済構造

新
谷
紀
栄
会
員

◆
紹
介
者

である。私が小松に魅力を感じているのは①②に関して恵まれ
ていることと、③は現状元気がないと思われるが、ビジネスの
素材はたくさん存在していることから③も構築可能であると考
えているからだ。それだけではなく、小松には工作機械、伝統
工芸等の産業、空港や様々な文化的素養が存在し、また航空自
衛隊という強力なコンテンツも存在することが他の地域にはな
い強みである。しかし、現状はほとんど活かされていないとい
うことを認めざるを得ない。これら地域資源をしっかりと活用
し地域内の経済を潤し循環させ、さらには競争力のあるコンテ
ンツを使ってエリアの外から外貨（地域外の円貨）を獲得して、
我々の地域の経済を復活させ、地域の外で大震災や天変地異が
起こったり、外国での戦争などが原因で貿易が止まったとして
も安全安心に暮らせる地域づくりを今から始める必要があると
考えている。
「小松は変わらないとダメや」と思われる意識の高い人たち
と共に、これからも小松の構造転換を目指して、今後も引き続
き活動を続けてまいる所存である。

★ 8月 25日（木）〈例会〉 於：小松グランドホテル
・会員数 61名 ・出席数 46名 ・欠席数 15名

例会報告

・出席率 75.41％

★ メークアップ届
クラブＲ米山記念奨学会委員長会議
地区会員拡大増強委員会
クラブ会員拡大増強委員長会議
・ 8／21 加賀ＲＣ
・ 8／25 第３４回インターアクト年次大会
・ 8／20
・ 8／21

ニコニコ BOX
ニコニ
野尻

岡田

順滋

濱本様、今日は経済、経営の視点を持ったま
ちづくりの卓話をいただき有難うございました。
活気ある「未来の小松」を目指した今後のまち
づくりに大いに期待します。

上出

本村

敏雄

濱本様、本日は大変興味深いお話を聞かせて
頂きまして有難うございます。今後益々のご活
躍されますことを心よりお祈りしております。

勝美

濱本様、本日は大変お忙しい中、小松を元気
にする事業のお話有難うございました。これか
らも地域の発展を目指すご活躍を期待しており
ます。これをご縁に当ロータリークラブにご入
会をお願いします。

公志

ご会葬のお礼に

紀栄

本日の卓話有難うございました。 小松のま
ちを元気に をモットーに今後益々頑張って下
さい。

角谷
生水

中橋

濱本さん、お忙しい中卓話有難うございまし
た。感心をもって聞いておりました。今後とも
益々のご活躍祈っております。早退お許し下さ
い。

新谷

衛ニ

濱本様のご活躍たいへん頼もしく拝聴させて
いただきました。有難うございます。嶋田会場
監督様、一度例会の食事に「小松うどん」でも
いかがですか？

靖弘

湯浅外志男、蓮井正樹
湯浅外志男、数左
湯浅外志男、那谷、数左
新滝
数左

俊隆

昨年度の年間皆出席賞を頂きました。出席率
に少しでも貢献出来ればと心得て来ましたが、
嬉しいことに元気で努めることが出来ました。

★ IAC・RAC・RC 合同清掃奉仕作業

小林

朋子

今年はお陰様でコバヤシスタジオ創業８０年
を迎えました。また、今年皆様のお陰で、父、
夫、私の写真展をさせて戴きました。御礼の気
持ちとして「こまつ曳山＆歌舞伎ツズ倶楽部」
に少々寄附をさせて戴きました。先般、和田市
長より感謝状をいただいてきました。有難うご
ざいました。

徳田八十吉
明日は三代の命日。早いもので三回忌です。
錦窯展示館で１０時から４時までお茶をお出し
致します。是非お運びください。

８月７日（日） 於：せせらぎの里

★ 8月誕生祝い

8 月誕生祝

2日 加登 康洋会員
8日 八十山和代会員
9日 松山 仙治会員

徹会員
23日 福島
25日 杉木 正人会員
30日 吉田 直人会員

ニコニコBOX の 年間達成目標
2,000,000 円 !
ニコニコBOX8月末 の 累計金額
387,600 円 !

