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◇“奉仕の理想”
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◇成田会長挨拶

第十六回先進国首脳会議（サミット）がア

メリカ、ヒューストンで行われた。このサミ

ットで私が注目したいと思ったのは、議長声

明と経済宣言を発表し、北方領土問題に触れ

ていることである。

「日ソ関係正常化の上で不可欠な措置とし

ての、北方領土問題の早期解決を支持する。」

ことを明記。サミット参加国が一致して、日

本の立場を支持する姿勢が打ち出された。

私は、日本国民の一人として我国固有の領

土であるハポマイ、シコタン、クナシリ、エ

トロフの四島は何としても返してもらいたい

ものである。恐らく多くの日本人が同じ思い、

同じ気持ちではなかろうかと思うのですが、

今までの日本国の首脳の中には、金で北方領

土全部を買ったらどうかとか、取り敢えず2

島を返還してもらってはどうかとの意見もあ

ったりしておりますので、これからも粁余曲

折があろうかと思われるのであります。私と

しては、一日も早い一括返還を希望するもの

でありますが、恐らく返還に至るまでには、

大きな負担と犠牲が伴うものと思われるので

あります。

又、国民に大きな負担と犠牲と、ソ連に対

しての経済的な援助を伴う事にはあまり反対

する人が少ないのではないかと思うのであり

ます。

何故ならばそれだけ日本の領土が広くなり、

自分達の資産が増える様な感じがするのと一

番大きいであろう事は、国際緊張の緩和であ

ります。両国が敵対関係にあっては北方四島

の返還は不可能なことであるからであります。

世界が平和であること。これ以上の幸せはな

いのであります。

ところが、国民の多くは四島の返還は叫ぶ

のですがその後の具体的な計画なり、案のな

◇出席報告
会員 67(66)名 出席44名

出席率 66． 67％

前回 7月17日 （修正出席率) 100%

◇ビジター紹介 9名

◇お誕生日祝福

深見夫人（7/27） 、大口夫人(7/27）

◇ニコボックス

加藤大豊君孫の力也が、アメリカ・サン

デイゴの世界ジュニア・ゴルフ選手権大会で、

3日間トータル通算lアンダーで5位に入賞

しました。 1位との差は2ストロークの差で

した。

久保田皓君力也君の健闘をたたえて。

白井基久君本日卓話をさせて蛾きます。

よろしくお願いします。

山本真輔君8月16日(木)午前1 1時～15分、

CBCテレビの「なごやか訪問」に出ます。

再放送は18日(土)の早朝6時～15分です。

中山信夫君 19日瀬田CCで行われた会長

杯取り切り戦で、幸運にも優勝することが出

来ました。小林さん、大口さん、林さん、あ

りがとうございました。

竹内真三君golf会で優勝いたしました。

但しHd.cp.28での事です。喜ぶべきか悲しむ

べきか。

秋山茂則君本日早退させていただきます。

深見章君、大口弘和君夫人誕生日祝い。

＝

◇鷲野幹事報告

1 .次回例会終了後、理事役員会を開催いた

しますので、理覗役員の方はお残り下さい。
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いのが気掛りであります。

多くの負担を強いられながら、返遡された

としても一部の人達の利益、又は特権階級の

人達の采配に利権が委ねられることは絶対な

い様にしなければなりません。国民の納得の

いく解決を期待するものである。

竣功すれば法的機関の使用許可証等の立合

い検査がある。

又引渡し後1年、 2年と建物の健康診断と

も言われる保守点検への手伝いもある。

この様に様々な作業が行われ建物は出来上

っていくが、図而が引かれてからは機械的に

順をおって作業は進められるが、それ以前の

図面に書き表わせない作業、コンサルタン|、

業務が我々の仕事の中味を決めていく上で亜

要な作業となる。

◇講演

“建設コンサルタント”

会員 松島孝彰君

蕊‘~饗 "国産車の販売”

令目 白井基久君
叉夕
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蕊慰瀧議鍵
コンサルタント－経営顧問。技術相談員。

会社の経営、技術などについて、診断、助

言、指導を行う職業。またそれに従副吋-る人。

コンサルタントエンジニアー技術士。顧問

技師。科学技術相談役。専門的な科学技術の

導入、管理、拡張について、設計、計画、助

言、分析などを行う技師。一広辞林一

辞書には前文の様に書かれているが、専門

分野の職業である以上どんな職業であっても

コンサルタント業務は必要である。

その中でも特に建築業務はあらゆる職業に

関連してくる。そして小さく分ければ全て独

立の職稚の物と考えられる。同じものは作ら

れないし、同じ赦地に2つの建物は出来ない。

さて実際に設計にあたっての仕叩はどんな事

をするか。役所や大きな会社では建築又はそ

れに近い作業の出来る部門があり、事前の調

査も行われ規模、予算等、検討されて発注さ

れるが、これらがまったく決まっていなく、

土地だけあって、何を建てたら良いかという

相談から始まる場合もある。この様な時にコ

ンサルタントとしての力がためされる。

与えられただけで図面を書くだけでは設計

を注文された意味はない。注文以上の附加価

値があって初めて設計の意味がある。

廻りの環境に配慮し将来へは良いか、設伽

（晒気、空調、給排水、その他色々） 、蝋改

築等様々な検討が行われ図面は出来上る。

工事発注には予算金額内であるが、工期はど

うか、又図面通りに施工されるか、安全面は

どうか、様々なチェックを通り、法的機関の

許可を受けて工事が始まる。

工事途中でも途中の設計変更に対応し、他

の関連部門との調整。材料は正しく使用され

ているか、工期はどうか、様々なチェックが

行われ竣功する。

一

日本における国産車の販売は、メーカーと

ディーラー（販売会社）との契約により、販

売区域（例○○県）と販売銘柄を限定すると

いう形態で行われてきました。これは車の販

売後のアフターサービスを責任をもってやる

ためにも必要な方法であります。

市場の拡大期（昭和30年代～40年代）には、

メーカーは新しい商品を開発するとともに、

新たな販売系列を次々と新設し、市場ニーズ

に対応し、市場シェア維持拡大に努力してき

ました。

ディーラーにおける営業活動は、営業マン

の活動区域を決め訪問販売を主体にお客様の

開拓とアフターサービスをやってまいりまし

た。このような形が国産車販売の主流であり

ます。

ところが、 7～8年位前から、次第に訪問

販売の非効率性が、論議されるようになり、

その最大の要因は在宅率の低下であります。

ディーラーはこの対応策として土・日曜日

にフェアを開催し、お客様に来店して戴き、

販売効率を上げようと方法をとりはじめまし

た。この方法はそれなりの成果を上げました

が、労務管理而で営業マンが休みがとれない

という新たな問題を堤起いたしました。

そこで自動車販売業界としても、本格的に

何か考えなくてはということになり、業態開

発に取組む気迦が出てまいりました。

そのポイントは訪問販売がうまくいかない

わけですから、お客様に店に来て戴けるよう

な仕組みをつくらなければということになり、

また来て蛾いたお客様に、ご満足のいくよう

な応対ソフi､を開発しなければならないこと

へ：
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になります。

業態開発の面では、ディーラーと異業種が

同一の場所（建物）で営業を行う複合店舗形

態が多くつくられるようになりました。複合

化の相手業種は外食産業、コンビニエンス、

ファッション、DIY、住宅産業など集客力

のあるものが選ばれています。

メーカーでは、日産自動車が62年12月に東

京の荻窪に日産全系列の総合ショールームと

レストラン、ゴルフ用品、カー用品、クイッ

クサービスエ場を複合した日産アプリーテを

開設いたしました。来場者も多く大変好評で

あるので、全国主要都市に展開計画を持って

おります。愛知県では星ヶ丘に現在建設中で

あり、来年4月にはオープンする予定になっ

ております。

このような動きのなかには、売り込み型販

売から、車を見て戴いてお客様に選択して戴

くというお客様主体の販売形態への流れが強

く感じられます。

弊社の取組みについては別途ご説明いたし

ます。

◇例会休会のお知らせ

（ビジター受付は致しません。 ）

名古屋守山RC 8/11(土）休会

名古屋RC 8/14(火）休会

名古屋名東RC 8'14(火） 休会

◇例会変更のお知らせ

名古屋空港RC 8/20(月)豊山一城北RCと

合同夜間例会の為、

PM6:00より

名古屋中RC 8/20(月)名古屋･中･大須･栄

4RC合同例会の為、

8/21(火)PM12:30より

名古屋栄RC 8/20(月)4RC (名古屋・

中･大須･栄)合同例会の為、

8/21(火)名古屋観光ホテル

にてPM12:30より

豊山一城北RC 8/21(火)合同例会（名古屋

空港RC)の為、

8/20（月）ホテルキャッスル

プラザにてPM600より

名古屋西RC 8/23(木)夜間例会及び1.D.

M.(旧FSM)の為、翠芳園

にてPM5:30より

名古屋東南RC 8/23(木)早朝例会の為、

AM8:30より

名古屋大須RC 8/23(木)4RC合同例会

（名古屋･中･栄･大須)の為、

8/21(火)名古屋観光ホテル

にてPM12230より

名古屋北RC 8/24(金)FSMの為、大加利

にてPM5:30より

名古屋港RC 8/24(金)第1回クラブファイ

ヤーサイドミーティングの為、

かすが荘にてPM6:00より

名古屋守山RC 8/25(ja)FS・Mの為、アサ

ヒビール名古屋工場にて

PM5:00～7:30

あ ま RC 8/27(月)納涼家族会の為、

8/26(日)中日本観光自動車

会議室(名古屋港方面)にて

PM5:00より

へ

◇情報抄録より

青年に、将来を築く心構えをもたせる

青少年の素晴らしい理想主義をうらやまし

がる声を何度耳にしたことがあるでしょうか？

若い人々の熱意と善意に驚き、励まされるこ

とは少なくありません。この若い頃の前向き

の考え方はどうなってしまうのでしょうか？

年をとるにつれ、より「実用主義的」になり、

変化への熱意を失っていくのは自然の成り行

きなのでしょうか？

若い人と協力するに当たって、若い人の理

想主義を伸ばし、世界を変える建設的な方法

を若い人に教えるのが、私たちの課題です。

このようになれば、各世代が世界平和と発展

に向かって前進していくようになるでしょう。

若い人に必要な指導と支援を提供しましょう。

若い人は将来の担い手ですから。

参へ

－第66回ゴルフ会成績

（瀬田GC. 7/19(木))

NAME OUT IN G II'cp NET

竹内真三 49 47 96 28 68

太田 茂 44 43 87 17 70

加藤大豊 52 48 100 29 71

大口弘和 55 49 104 20 84

（参加者20名）

◇次回例会（7月31日）

講演 “菓子について”

会員 西野英樹君

講演 “私の職業”

会員 釜谷健一君

R州K

優勝

準優勝

3位

B B ◇次々回例会（8月7日）
創立8周年記念例会（立食）

☆会長杯取り切り戦

優勝中山信夫

◇当クラブ例会休会のお知らせ
8月14B(火)は定款第4条第1節により休会小林照子
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◇ガバナーズ・レターより

国際協議会について
R. l第276地区ガバナー中村繁男

親しみを増して来ました。R. インフォメーショ

ソとフェローシップを自然に体得するよう実に

上手に立案されてありました。

大ぜいでする食事も，朝，昼，晩，バライティ

があって楽しいものでした。日本食が特に食べ

たいと思ったことはありません。正式な昼食会，

晩さん会も含めて，満足出来る内容の食事でし

た。

ヒュー・アーチャー直前会長が昼食会でのス

ピーチの中で， 「ロータリアソの1/3は無関心，

1/3は批判派，あとの1/3が活動している」 （正

しくニュアンスが伝わるかどうか，心配です）

という印象にのこる発言をされました。国際ロー

タリー事務総長を兼務され，財政改革に尽力さ

れ，年度後半にはソ連邦へ飛んで，史上168番

目の国にロータリー・クラブを作るなど，アー

チャー直前会長の功績はロータリー史を飾るも

のとなることは間違いありません。ロータリー

がポール・ハリスを先達とする幾多の先覚者の

無償の奉仕の上に，今日の栄光をもたらしたこ

とを思うとき，国際ロータリーの役員としての

ガバナーの仕事が， どのように責任の重いもの

か，襟を正さずにはおられません。私は地区協

議会やPETSの場において，国際協議会で学ん

だことを懸命に皆さんにお伝えしたつもりです。

8月は会員増強月間， 9月は青少年活動月間

です。興味あるプログラムで月間を盛りあげる

よう準備して下さい。

クラブ会長・幹事の皆さん。各クラブロータ

リアソの皆さん。

本年度の国際協議会は3月6日から， 14日ま

で，ダラス・フォートワース国際空港内のハイ

ァット・リーゼソシィ・ホテルで行われました。

私も妻を同伴して， 60名の日本からのガバナー

ノミニ一夫妻と共にダラスへ入りました。実は

テキサス行は私にとっては何度目かになり，古

くは1972年， ヒューストン国際大会，最近では

昨年のサン・アソトニオ訪問と，なつかしい土

地へ来たという実感で一杯でした。ホテルの玄

関にアメリカ合衆国国旗と交差された，テキサ

ス・ローソスター旗は，私に「アラモの砦」を

思い出させました。大義に殉じ，決して仲間を

裏切ることのなかった， アラモの182名の勇士

たち，私たちの地区にある長篠城と対比される

この戦いは，テキサス共和国独立の捨石となり

ました。そんな歴史を持つテキサスが国際協議

会の舞台となったことは，私にとって大へん嬉

しいことでした。

協議会の内容は「ロータリーの友」5月号に

掲載されたように，馴れない私たちにとって，

かなりハードなものでした。先ずイヤホーンで

英語の基調講演を聞いたあと， アメリカ式のグ

ループ・ディスカッションに入ります。辻兵吉，

中島治一郎，両イソストラクターのたくみなリー

ドで， 日本と韓国の約40名のガバナー・ノミニー

は，討論を重ねるたびにロータリーを理解し，

コスタ会長エレクト昼食会スピーチ
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