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のお客様を“On Your Side”の精神で支えていけば、ど

んな時代が来てもお客様の支持を失うことはないと思っ

ています。

　現代は、不確実で不安定で複雑であいまいな時代と言

われています。環境変化はこれからも絶えることなく、私

たちに変革を求めてきますが、大事なことは変化は当然

起こりうるものと理解し、戦略シナリオを必要に応じ随

時書き換える順応性を、持ちながら、今出来ることに最

大の力を注ぎ続けることだと思います。現状維持は後退

と同じことです。顧客視点で自社の特色や強み、他との

違いを明確にして強化すれば、地域オンリーワンの存在

になることが出来ると思います。厳しい環境ですが、RC

の仲間で切磋琢磨しながら、顧客に真に必要とされる百

年企業を目指したいと考えています。

　会長職も半年が過ぎました。会員の皆様の変わらぬご指

導、ご鞭撻を賜りますよう心からお願いを申し上げます。

　会員のみなさまとご家族のご多幸を祈念して、年頭の

ご挨拶とさせていただきます。

「明るく  楽しく  心をひとつに」

2016 -2017年度  金沢東RCテーマ
会　長　田中 和彦
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「平成29年 年頭所感」

会長　田中 和彦

　あけましておめでとうございま

す。年頭に当たり、今年一年が平和

で穏やかな年になりますよう祈念

いたします。

　さて、本格的に人口減少社会を

迎えるわが国では、国内市場も

徐々に縮小を余儀なくされますが、社会生活に大きなイ

ンパクトを与えるもう1つの変化が、デジタル革命の進展

です。IoTやAIの進化によって、生活のあり方のみなら

ず、経済界のあり方そのものが変わる可能性もあるわけ

ですから、会社としても変化を予測して、先手を打つこと

が必要です。一方で、AIでの東大合格は断念したように、

デジタルにはデジタルの限界もあります。その限界の先

にあるものは何でしょうか。私は「人に寄り添える力」の

有無ではないかと思います。

　業界のお話で大変恐縮ですが、昨年4月に熊本を襲っ

た大地震は大きな被害をもたらしました。しかし、現地

の保険代理店は自らも被災しながら、一人ひとりのお客

様のために必死になって行動し、保険金の早期お届けに

奮闘しました。こうした代理店の「人のために頑張る」行

動は、東日本大震災の際も高く評価されましたが、地域

に生きる代理店の存在価値は、デジタルでは届けられな

い、こうした「人への熱い思い」にあるのだと思います。

デジタルの進化で代理店のような存在は排除されるとい

う人もいますが、私は、東日本大震災や熊本大地震で地

域の人のために奔走した仲間の姿を範として、一人ひとり

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

1.真実かどうか
2.みんなに公平か
3.好意と友情を深めるか
4.みんなのためになるかどうか

書き損じハガキを回収しています。

1月は職業奉仕月間です



人類に奉仕する
ロータリー

田中…本日、留学生への生活用品贈呈式に行って参ります。皆様のご協力に
感謝申し上げます。

小池田康秀…本日は留学生支援の品物をたくさん拠出いただき、ありがとう
ございました。田中会長、木村幹事、紙谷委員長と留学生の皆さんに
お渡ししてきます。

諸江…11月で49年皆出席を続けてまいりました。もう1年で皆出席50年とな
ります。何とか誰もが出来なかった50年皆出席の金字塔を記録した
いと思い、頑張ってみます。ただし、命があればのことですが？ 記念
品をありがとうございました。

大島国雄…30カ年の皆出席祝記念品をいただき、ありがとうございます。こ
れからも健康に注意して！

利光…結婚記念日のお花をいただきました。ありがとうございました。よく
考えたら、ちょうど30年目でした。

大島淳光…結婚記念日のお祝いのお花をいただきました。20年二人とも健
康に過ごして参りました。引き続き精進していきたいと思います。

大島淳光…家族例会、大変楽しい時間を過ごすことが出来ました。ありがと
うございます。

木村…結婚記念日祝のお花をありがとうございます。また、ビンゴの景品も
ありがとうございます。

浅田久太…年忘れ家族例会でビンゴの景品を会場に忘れてしまった私に、わ
ざわざ後日、届けてくださった事務局のホスピタリティーに感謝して。

　合計　911,945円　

❖  12 月 19 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
12月  5日 63 ／ 101　ホームクラブ　62.38%
11月28日 83 ／ 101　補正出席率　　82.18%
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

❖  1 月 11 日（水）例会報告 ❖

“金沢8RC新年合同例会”

■出席率報告
12月12日 61 ／ 101　ホームクラブ　60.40%
12月  5日 82 ／ 101　補正出席率　　81.19%
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

〈 例会メニュー 〉
1/23 〈和食〉新春睦月弁当
1/30 〈中華〉新春北陸の旬の食材を使って！

❖  1 月 23 日（月）例会 ❖

■ソング
“それでこそロータリー”
“Sing Everyone, Sing”

■本日の卓話
 1 月23日  ㈱キュービクス代表取締役社長　丹

た ん の

野　博
ひろし

氏
  「血液を使った消化器がんスクリーニング」

■例会卓話予定
 1 月30日  内田清隆法律事務所弁護士
  渡

わたなべ

辺数
か ず ま

磨氏（金沢東RC）
  「『合理的配慮』ということば
  　〜障害者差別問題のこれから〜」
 2 月  6日  新春懇親例会（18：00〜　松魚亭）
 2 月13日  キリンビールマーケティング㈱
  北陸統括支社長 兼 石川支社長 兼 北陸業務部長
  粟

あわもりまさや

森昌哉氏（金沢東RC）
 2 月20日  金沢美術工芸大学理事長・学長　前田昌彦氏
  「これからの美大について」
 2 月27日  金工作家・重要無形文化財保持者（人間国宝）
  中

なかがわ

川　 衛
まもる

氏（金沢東RC）
 3 月  6日  日本銀行金沢支店長
  小

お ざ わ

澤浩
こ う た ろ う

太郎氏（金沢RC）
  「日本銀行の機能と役割について」
 3 月13日  三谷産業㈱常勤監査役
  高

た か た

多倫
みちまさ

正氏（金沢東RC）
 3 月27日  ㈱みずほ銀行金沢支店長
  大

おおいし

石泰
やすまさ

正氏（金沢東RC）

■おめでとう（敬称略）
◎１月お誕生日祝

石野　一樹　1.  5  中島　秀雄　1.  9
絹川　善隆　1.12  田中　和彦　1.12
本谷　裕二　1.16  野村　圭作　1.20
鏑木　基由　1.21  木藤衣妃子　1.21
大島　国雄　1.21  岩木　弘勝　1.29
山縣　秀行　1.29  

◎１月ご結婚記念日祝
気谷　源嗣　1.  1  山本　晴一　1.  9
石野　一樹　1.15  三平　佐弓　1.15
 坂本　憲一　1.28  高多　倫正　1.30

■ニコニコBox（敬称略）
村端…本日は友人である黒瀬亮太君を卓話の講師として迎えられることを

嬉しく思います。黒瀬君、金沢東ロータリーへようこそ！

   
Sing,  everyone,  sing.
Sing,  everyone,  sing.
Let's  get  together  in  all

kinds  of  weather
and  sing,  everyone,  sing.

Smile,  everyone,  smile.
Smile,  everyone,  smile.
All  of  your  troubles  will

vanish  like  bubbles.
so  smile,  everyone,  smile.

◆ロータリー情報委員会（新会員研修会）
日　時：1月23日（月）　11:30〜
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ　10F「加賀の間」
出席予定者：岩本、奥ノ坊、鷺、田中、鈴木宗幸、木村、米沢、
　　　　大島淳光、宮本亮一、藤弥

◆1月親睦委員会
日　時：1月24日（火）　18:30〜
場　所：割烹　たな華
会　費：12,000円

◆社会奉仕委員長会議
日　時：2月4日（土）　10:00〜12:00
場　所： 石川県地場産業振興センター新館2F[第10研修室」
出席予定者：竹松

◆ロータリー財団補助金管理セミナー
日　時：2月4日（土）　10:00〜12:00
場　所： 石川県地場産業振興センター新館5F[第12研修室」
出席予定者：木屋

◆新春懇親例会
日　時：2月6日（月）　18:00〜
場　所：松魚亭
会　費：10,000円
※2/6㈪昼の例会はございません。ご注意下さい。

◆2月親睦委員会
日　時：2月13日（月）　18:30〜
場　所：みふく
会　費：10,000円


