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第１９２８回例会 

     ２０１７年３月１３日（月）第２９回                               
 

●点  鐘 副会長 原田 好展君 

●例会行事 卓話 （株）ライトアップ 

      代表取締役 宗次 徳二様 

      「助け合いこそが心と人生を豊かにする」 

 ●司  会 山北 秀和ＳＡＡ委員 

 

          会長挨拶            

名古屋空港ロータリークラブ副会長 原田 好展君 

 
皆さん、こんにちは。本日は、武田会長欠席のため、私が

代理で挨拶をさせて頂きます。挨拶と言うよりも、ちょっ

と面白い記事の紹介をさせて頂きます。それは、もう亡く

なっていますが、日本のマーケティングの権威である水口

健次さんが雑誌の取材で、6 回に渡り提言をしている中の

1 つ、「男性より女性の方がエライ」と言う話です。 

『①餃子こと 

 オイシイ餃子屋が見つかりました。そのことを男性にし

ゃべります。「スッゴクオイシイ餃子屋、見つけたよ、イコ

ウカ」。男性の返事は単純です。「イコウ」と言います。 

 同じ話を女性にします。「オイシイ餃子屋見つけたよ、い

こうか」。女性は、「どんな店？」と聞きかえしてきます。

男性のように、「イコウ」とはいいません。 

 わかりますか。 

 男にとっては、餃子は餃子なんです。独立しているんで

す。ところが、女にとっては、餃子は餃子じゃないんです。

それを食べることの全体なんです。独立していないんです。

だから、「どんな店？」と聞くんです。餃子がオイシクても、

汚い店には行きたくないんです。 

 男と女は違う人間だということ、わかってくれましたか。

餃子の話、終わります。 

②モノじゃなくてコト 

 貧しい消費の時代には、モノが欲しいんです。豊かな消

費の時代になると、モノじゃなくてコトが欲しくなるんで

す。早い話、もっと沢山食べたいんじゃんくて、カラダと

ココロにいい食事がしたいんです。 

 化粧品について考えてみましょうか。 

 ぼくは、化粧品というモノを欲しい人は、毎年減ると思

っています。そのかわり、もっと化粧品を使ってキレイに

なりたい人が毎年増えてくるんです。 

 モノじゃなくてコト…という話、わかってくれましたか。 

 

ヘレン・フィッシャーは 19 世紀と 20 世紀はモノの時代

だったが、21 世紀はコトの時代、人間ビジネスの時代に

なる、といっています。そして、人間の願望を理解する力

は、男性よりも女性の方がずーっと優れているのです。 

 結論はこうなります。 

21 世紀、女性の方が男性よりもエライんです。21 世紀は、

はじまったところです。 

 元気出していきましょう。 

 自信もっていきましょう。 

もっと沢山の人をキレイにする仕事に精を出しましょう。 

それが、「一生も一瞬も美しく」…じゃないでしょうか。』 

 

と水口健次さんは言っています。実はこれは 10 年以上も

前の記事なんです。 

10 年以上も前にこういった見方をしている方がいるとい

う事が面白いと思ったので、紹介をさせていただきました。 

簡単ですが、これで挨拶を終わります。 
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        委 員 会 報 告         

●出席報告 （石原 慎一委員） 

本日の例会 

会員数 5３ 出席率 77.78％ 

出 出席義務者 25 欠 

席 

者 

出席義務者 10 

席 出席免除者 10 出席免除者 8 

者 出席者計 35 欠席者計 18 

前々回例会（2 月 20 日） 

会員数 53 出席率 96.0％ 

出 出席義務者 33 欠

席

者 

出席義務者 2 

席 出席免除者 15 出席免除者 3 

者 出席者計 48 欠席者計 5 

●ニコニコボックス報告（友原 寛之委員） 

宗次様をお迎えして。 

                   原田 好展 君 

宗次徳二様をお迎えした喜びで。 

                  田邊 雅彦 君 

宗次徳二様をお迎えして。 

串田先生に感謝します。 

                  伊勢村道雄 君 

土曜日の大須演芸場でご協力に感謝します。 

                  村瀬冨三夫 君 

宗次様をお迎えできたことに感謝して。 

                  串田 正克 君 

宗次様をお迎えして。 

                  安川 正勝 君 

 

 

 

今日も元気で！                  

               

阿萬 裕子 君 石川 良治 君 石原 慎一 君

市川 孝 君 伊藤 康司 君 稲熊 正徳 君

井上 政秋 君 入谷 宏典 君 梅本 昌裕 君

金井 和治 君 北園 守生 君 國田武二郎 君

近藤 和彦 君 三治 明 君 柴田 和宏 君

高山 光雄 君 照井 通夫 君 友原 寛之 君

中島 俊朗 君 波多野 真 君 松本 雅人 君

真城 壮司 君 安江 寛二 君 山内 佳紀 君

山北 秀和 君 堀塲 竜司 君 

    

御協力ありがとうございました。 

 

 

本日の協力  ３２名   ４０，０００円  

本年度の協力累計         １，３１２，０００円  

 

 

 

 

 

 
 

 
（株）ライトアップ 

代表取締役 宗次 徳二様 

「助け合いこそが心と人生を豊かにする」 

 

 

 

 

 

３月１日～３月５日の日程で海外遠征（ベトナム・ホー 

チミン）を開催しました。 

初の試みで出発日を変えて「ゴルフに観光をプラスした 

プラン」を設けての開催となりました。 

３月１日出発で現地ホーチミンには夕刻到着し、のんび 

りベトナム時間を過ごし、翌日は１日かけての観光！ 

午前は、1970 年代ベトナムとアメリカとの戦争記念館 

を訪問し戦争の悲惨さ愚かさを目の当たりにし言葉にな 

らない気持ちに...。 

午後は、フランス統治時代に創られた郵便局や旧大統領 

府を見学。 

夕刻にはホーチミン市にある地元の方々の市場や雑貨屋 

を訪れ充実した１日となりました！ 

（発案者は井上さん） 

その後、ゴルフ組と合流。共に夕食を囲み、食後はマッ 

サージやカラオケなどベトナムの夜を過ごし明日のゴル 
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フ談話となりました。 

１日目はベトナムゴルフ&カントリークラブ、２日目は 

タンソンニャットゴルフコースにお世話になりました。 

両日共にベトナムでは高級ゴルフコースで、特に２日目 

は宮殿のような倶楽部ハウス！超バブリーで驚かされま 

した。 

ラウンドではグリーンのアンジュレーションがうねって 

皆さんパターには苦労されてたようです。 

プレーに於いては初参加の國田さん、かなり苦労してラ 

ウンドされてたみたいですが笑顔を忘れず皆さんに気を 

配り流石だなーと思いました。 

國田さん、次回コンペではブービー賞を狙うと仰ってま 

した！笑 

いつも参加される中林さんが仕事の都合で欠席となり残 

念でした！ 

来年度の海外遠征ゴルフコンペが今から楽しみです♪ 

 

 

<第 07 回・１日目> 

優勝  太田 威彦 

準優勝 市川 孝 

３位  内海 辰巳 

 

 
 

 
 

 

<第 08 回・２日目> 

優勝  井上 政秋 

準優勝 内海 辰巳 

３位  山北 秀和 

 
 

 
 

 
 

入賞者の皆さん、おめでとうございます♪ 

 

次回は４月初旬に開催を予定しています。 

日程等は決まり次第ご案内いたします。 

皆さんのご参加を心待ちにしています☆ 

ありがとうございました！ 

 

ゴルフ部長  太田 威彦 
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