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８月１９日は ガバナー訪問例会です。１００％出席で！

（木）例会終了後2010-2011 年度クラブ協議会 2010.8.5
議長：宮永満祐美幹事
出席者：若松明夫ガバナー補佐、
藤間会長、西村会長エレクト、北

、 、 、山副会長 宮永幹事 上杉副幹事
竹田会計、村田直前会長、水野

管理運営委員長、吉田奉仕プロジ
ェクト委員長 金 会員組織副

委員長、 木場ロータリー財団委員長、多田広報委員長 若狭豊
新入会員（欠）

他 炭谷ガバナーエレクト、石丸、岩倉、木村幸生、杵屋、谷、野城、
１．開会挨拶 藤間勘菊 会長

２．各委員会の今年度活動計画の発表
クラブ管理運営委員会 水野陽子委員長 クラブ奉仕プロジェクト委員会 吉田昭生委員長 会員組織副委
員会 金 沂秀委員長 ロータリー財団委員会 木場紀子委員長
広報委員会 多田利明委員長

委員長の説明はクラブ要覧参考３．質疑応答など
．

私は元もと職業奉仕を始めたのは会員増強委員会に入って、菊知年度に新世代若松ガバナー補佐より総括
メンバーシップ委員長をしたことに始まります。何をするんか「わからん」で始めまし
た。その次年度に新入会員のアンケートとりまして、どうして新会員が入って来るかを
まとめましたが、それをしたのが退会防止委員会でして、新入会員には意外な委員会で
した。金を使わずに、職場体験の学生や先生ににロータリーを しましょうと言うこPR
とになり、その子供が大きくなったらロータリーに入ってくれないかと言う長いプロジ
ェクトでした。とにかく、職場体験
が会社に入るきっかけになったりし
ました。ロータリーも子供の時の体
験は大切です。石川松任クラブは松
任市のチラシに大きくＰＲしていま
した。学校を通してのＰＲ紙を御願

いしています。このクラブも積極的に行動していますので外
部にモット積極的にＰＲしていただきたいですね！
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年度クラブ例会予定 22010-2011
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「金沢のレストラン業界を考える」
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点鐘
「 」SONG それでこそロータリー

四つのテスト

ドイツの教会での会長挨拶：
塩の芸術、この一時的な芸術
もやがて、大河ライン川にも
どす塩です。 金沢に塩の芸
術の山本基さんがいます。小

さな事でもその積み重ねで、振りかえると、大きな山を作っていたという。そんな仕事をしたいものです。
（卓話者）田中義昭（よしあき）様 ㈱メグ・アンド・エス代表取締役社長ゲスト紹介

３ヶ年 宮永満祐美幹事皆出席表彰：
《 食 事 》

幹事報告・委員会報告

来週の例会には高崎 の市川前会長さんと田宮永満祐美 幹事 ① RC
中前幹事さんが来られます。②ガバナー事務所は 日はお休みです。14,15
③ （土） （日）湯湯涌温泉 湯の出にて東京世田谷中央 を迎11/13 14 RC
えて懇親会です。
④事務局お盆休みが （金）～ （月）です。8/13 8/16
⑤本日の例会終了後理事会です。ベルギーの学生さんが来られますので、その日程確認を致しま
す。高崎 歓迎の話しもさせていただきます。RC
御願いはベルギー、ラオス、韓国などお世話も御参加出来ない方は￥ 円の協力援助を御願1000

いいたします。それでクラブからは昼食代 夕食代 を補助として出させていただきます。多分足らない¥1000 ¥1000
と思いますがロータリー奉仕の精神でよろし御願い致します。

¥8,000- ¥117,000- ¥3,439,685-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
台風がそれて被害もなく良かったです。田中義昭様ようこそ。若松様の時藤間会長

も皆様有難うございました。 ①田中様をお迎えて。 ②明日からベルギーの学生さんがいらっ宮永会員

しゃいます。よろしくお願いします。 田中様ようこそいらっしゃいませ。お話楽しみにしてお上杉会員

ります。 皆さんこんばんは。田中社長は私の大先輩で、十数年来のお付き合いです。業界の秘話を魏会員

楽しみにしております。また、百万石ロータリークラブに是非ご入会を心よりお待ちしています。皆様、あた

たかくお迎え下さい。 田中さんようこそ。卓話楽しみにしています。多田会員

「金沢のレストラン業界を考える」－－－講話の時間－－－
田中義昭氏（株）メグアンドエス代表取締役社長

魏賢任会員 （株）メグアンドエスの社長さんです。 年金沢生、 年 阪あべの辻調理師講師紹介： 1958 1977
学校卒業後 大阪みやこホテル 年 フランス渡仏 二つ星ジャックカーニャ マノアードパリなどで修1985~87
業され、 年金沢シティモンドホテルの総料理長をされ、 年淺ノ川フーズ設立ＪＲ金沢駅構内に19888~2003 2003
デリカ＆カフェ店を持たれ、 年高尾に人気レストラン「ＭＥＧＵ」をつくられました。 年に野々市の2004 2009
ブイテンに「メグ」野々市支店をオープン、 年 月に福井市で旧厚生年金会館に岩井病院がシニアマンシ2010 10
ョンをつりますが、その１階にレストラン「メグ」をオープンされる予定です。

34本日は素晴らしいロータリークラブの例会にお招きいただき有難うございます。
年間この道しか知らない料理の道をを歩んで来ました。皆様と共に考えていけたら良
いかと思っています。
会社をおこして７年目になりますが、この８年間２ヶ月に一度必ず行って来た事があ
ります。それは東京か、大阪か、京都か名古屋に出掛けていって、おいしいと云われ
るお店の食べ歩きをしています。人の嗜好は必ず変わっていくと云われますし、独立
すると誰も教えてくれません。量よりも質といわれれてもいますが世の中は必ずしも
そうではありません。しかし、今は食もデフレ傾向にあるので安いのが当たり前にな
っています。何かサービスしないとお客さんは来ないと言うことになりつつあります。
どういう風にやっていくか？いろいろ考えさせられますが、幸いミシュランという

ガイドブックがあり、おいしい店が紹介されています。お客さんは自分で探す必要が
なくなりました。そこで自分に投資するつもりで２ヶ月に一度出掛けています。その

中でおいいしいフランス料理店を紹介致します。
「 」、「 」 「 」 、 。東京では カンセ ナリカワ そして オオミヤド？ 芦ノ湖のすぐそばにありますが が群を抜いています

大阪は「ハジメ」と云うレストランや「キュンメル」も素晴らしいです。あとホテルの朝食も楽しみです。コンラ

回571
（木）2010 8.12

5Fホテル日航
17/35 48.57%出席率

73.61%６月の修正出席率
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、 。 、 。ード東京 京都ハイヤットリーゼンシーですね しかし 私の家ではそれ以上のメニューを作らせていただきます
金沢の飲食業界ですが、今は飽和状態ですね、 年のレスト2009

ランジャーナルによりますと、政令都市以外の新規の飲食店と優
れた飲食店の共に多かった県としては石川県は全国で２番目でし
た。新規でも止めた場所をリベンジして又オープンするケースが
の多く、ナショナルチェーンが殆どですね。もっと地元の方に頑
張って欲しいと思います。魏賢任さんとは良く話しているのです
が 「ライバル同士のレストランが手を組んで技術力アップと意識、
付けの向上を目指したい 」そこで友人のメイブルハウスとかブド、
ウの木や魏賢任さん、カンパニューさんとうちの５社で組みまし
たら、さっそく新聞３社、ＴＶ４社が取材の来られ、何でライバ
ル同志で手を組むのですか？ときかれました 「食文化の向上をや。
りたいのです 」といいました。 世紀美術館の前ででシェフ全。 21
員並べて写真を撮りましてパンフレットを作成しました。この点は市長さんも心よく承諾して下さいました。 さ

点鐘て後はテレビ金沢のビデオを見ていただいきたいと思います。

金沢８ＲＣの例会変更のお知らせ
（月）休会 （月） ～ 金沢国際ホテル「夏の納涼例会」金沢東ＲＣ 8.16 8.23 18:30
（金） ～ 金沢都ホテル「納涼例会」 （金） 休会金沢西ＲＣ 7.30 18:00 8.13
（火） ～ 会場未定「納涼例会」 （火）休会金沢南ＲＣ 8:10 18:30 8.17
（木） ～ ホテル アローレ「納涼会」 （木）休会金沢北ＲＣ 8.5 19:00 8.12

「川北花火例会」 （月）休会香林坊ＲＣ 8.16
（火）白山比咩神社参拝例会 （火） ～「 クラウンプラザホテル金沢」納涼夜間みなとＲＣ 7.27 8.30 18:00 ANA

8/26 1F百万石ＲＣ 親子ファミリー例会 テルメ金沢

��� ���ＮＥＷＳ

百万石 お馴染みの音楽家・ ﾋﾟｱﾆｽﾄRC
ウイーンの有マインハルト・プリンツ氏一家のコンサート

名なピアニストで 夫人の中田留美子さんと共にかって卓話も御願いした
プリンツさん一家のコンサートです。今回は中田留美子さんの歌やご子息
のシモン君のバイオリンをいれてのコンサートです。 プリンツ氏はウイ
ンプイルハモニーとはよく共演され バイオリニストのシューベルト氏 ウ、 （
イーンリンク ）の親友です。是非 来て下さい。そして打ち上げ会にRC
も出席して下さい。 （月） 金沢市アートホールにて2010.9.13 18:30

－－－－－－－－－－－－－

会 員 消 息

杵屋喜澄、杵屋喜三以満 杵屋喜三★日本の美再発見講座 芸どころいしかわ「親子で受け継ぐ芸能」
継 明治期に長唄を根付かせて初代六以満師より数えて現在まで４代。親から子へこから孫へ、連綿と金沢の長
唄を見守り続ける家の芸について三代揃い踏みでご登場いただき、時代に伝えたいと思い受け継ぐ側の覚悟をうか

月 日（水） 県立音楽堂邦楽ホールがいました。 8 11 18:30
が お元気で伝統の芸能に励んでおられるお話と素晴らしい格式高日本の伝統を受け継ぐ杵屋会員親子三代

い長唄、素囃子を披露されました。 （ 石丸幹夫）

親 子 フ ァ ミ リ ー 例 会
♪ チビッ子も大人もみんな集まれ ♪

素敵なバイオリンの音色で身も心もリフレッシュしませんか！ どうぞ、ご家族・お子さん・お孫さんなどお誘
い合わせご参加下さい。 親睦委員長 上杉 輝子
日 時 ８月２６日（木） １９：００ 点鐘 （～２１：３０頃）
場 所 テルメ金沢 １Ｆ 「イルズ」
会 費 会員 円(クラブより一部負担) 御同伴者（中学生以上） 円 子供（小学生以下） 円4,000 6,000 3,000

※会費には、お風呂入浴料金も含みます。宴会前後の入浴も可能！※飲み代は別途、親睦委員会が負担します
内 容 ♪西澤和江様（バイオリニスト）の素敵な演奏 ♯会員による楽しい歌・ゲーム

8 19 262-2241 E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp〆 切 月 日（木） ＦＡＸ

例会後プリンツご夫妻とともに2005.8.4
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戦争、平和、そして命の尊さを★北山吉明会員から
月 日に金沢市立中村町小学校で「命の絆」集会が開かれ8 6
。 、 、 、 、ました 年前の広島原爆投下の日に 子供たちに 戦争 平和65

そして命の尊さを考えてもらうためです。広島、長崎の原爆写真
の紹介の後に、北山吉明会員が平和と命の歌を歌いました。戦争
のむごさと命の大切さのトークを交え 「折り鶴 「さとうきび、 」、
」「 」 。 、畑 千の風になって の 曲を唄いました 暑い体育館の中で3

子供たちは大変熱心に聴き入っていました。とても意味深い集会
でした。

（土）ロイヤル・パレス・スタヂオ （日）もっジャズコンサートご案内 9/11 9/12
きりや開演 上山高史 北山吉明 ピアノ 田村 博7:00PM

－－－－－ロータリアン 随 感－－－－－

炭谷亮一第２回 ガバナーエレクトからの手紙

「品格ある経営」
私は企業の目的は、利潤の最大化という前提は、限りなく間違いに近いと考えています。

企業には 利益より大切な目的があると考えている経営者も多数存在すると考えています 消、 。（
費者の為、社会の為等大きな目的 。そういった経営者に限って、かえって多くの利益を上げ）
堅実な経営を行っています。健全な資本主義を成り立たせるには、営利主義や合理主義より
も大切な精神があり、日本企業は、その精神を伝承する独自の方法を持っていましたが、バ
ブル崩壊以降その方法を捨ててしまったのではないかと考えています （例えば、終身雇用制。
度など）

バブル崩壊以前の日本企業には 「品格ある経営」が存在し、それは日本社会の生み出した、
貴重な財産だったと考えています。一人一人の社員のキャリアにまで気を配る人事部、過剰

な営利主義を押さえた創業者の経営理念、隅々まで気を配って作り出された製品、生涯に渡る従業員同士のあるい
は会社との強い連帯感、こうした要素が日本の経営品格を生んでいたと考えています。
企業例を挙げれば、ホンダ、松下、ソニー等の大企業は品格ある経営をしていたのではないかと考えています。更
には、東京の下町零細企業においても、朝早くから夜遅くまで、社長も社員も一緒になって汗をかき、その上社長
は金策に走り回り、しかも社長と社員の年収格差も余り存在しないとうなんとも涙ぐましい品格ある経営をしてい
たのではないでしょうか。

これからは、すべての日本社会の生み出した貴重な財産でした。バブル崩壊で大変貴重な財産を失いましたが、
日本再生の１つのカギは、現在の実状にあってしかも国際競争力のある「品格ある経営」を行うことだと考えてい
ます。

年ベルギー短期交換留学生受入2010

ホストファミリー 井口千夏会員
アン＝ソフィード受入学生 Ann-Sophie De ROO

ゥロー （女） リー23 才 Liesbeth HASPESLAGH
スベト ハスペスラグ 才（女）22

（金）富山より金沢着 金沢箔工芸体験（地区）8/13
（土）兼六園など市内観光 （日）福井方面8/14 8/15

午前中 尾山神社 野村邸 近江町 午後 日舞体験 藤東尋坊方面 月 フリータイム8/16（ ） 8/17（ ）火 （
（水）能登方面日帰りツアー、夕食間宅）如来寺石仏見学など 夕食歓迎パーティー 於：ダージャにて 8/18

「フラワーガーデン」にて（地区） （木）フリータイム（買い物）市長表敬訪問（地区）夕食さよならパーテ8/19
ィー「スカイホテル （地区） （金）広島・関西→ベルギーへ」 8/20

バナ－交換 の さんと さん（ダージャにて）Liesbeth Ann-Sophie


