
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年９月１４日 発行 

平成２８年９月１４日（水）    第1866回例会 
18：30  開会点鐘 

     ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ斉唱（荒城の月） 

会長の時間 

幹事報告・委員会報告 

クラブ協議会 「ガバナー補佐を招いて」 

ガバナー補佐 木村昌弘様（三国ＲＣ） 

19：30  閉会点鐘 

福井県内クラブ例会日・開催場所　
火 曜 日

福井東・ｱｵｯｻ3FWel Aossa 福井南・繊協ﾋﾞﾙ8F大ﾎｰﾙ

福井ﾌｪﾆｯｸｽ・ｸﾞﾗﾝﾕｱｰｽﾞﾌｸｲ

勝　山・勝山市民活動ｾﾝﾀｰ
武　生・武生商工会館
若　狭・ﾎﾃﾙせくみ屋

敦　賀・福井銀行敦賀支店2F
鯖江北・神明苑内 * 福井水仙・福井ﾊﾟﾚｽﾎﾃﾙ
大　野・大野商工会館1F

福　井・ﾕｱｰｽﾞﾎﾃﾙﾌｸｲ
武生府中・農協会館３Ｆ

鯖　江・鯖江商工会館３Ｆ
三　国・三国観光ホテル

福井あじさい・ﾘﾊﾞｰｼﾞｭｱｹﾎﾞﾉ

福井西・ﾊﾞｰﾄﾞｸﾞﾘｰﾝﾎﾃﾙ

* 敦賀西・プラザ萬象

福井北・ｸﾞﾗﾝﾕｱｰｽﾞﾌｸｲ

** 丸　岡・城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

＝19:00開会　　＝18:30開会* **

月 曜 日 木 曜 日水 曜 日 金 曜 日

　

平成２８年９月２８日（水） 第1868回例会 
・ガバナー公式訪問 ＜三国ＲＣとの共同開催＞ 

  高椋コミュニティセンター ２０３号室・大会議室 

13：30～14：30 三国RC 会長・幹事・役員懇談会 

14：35～14：45 写真撮影 

15：00～16：20 三国RC・丸岡RC合同例会 

16：30～17：30 丸岡RC 会長・幹事・役員懇談会 

  理事役員は13：00、会員は14：30までに集合   

平成２８年１０月５日（水） 第1869回例会 
・ロータリーの友（１０月号）解説 

・クラブ協議会  

「出席向上に向けての例会開催曜日時間変更について」 

平成２８年１０月１２日（水）第1870回例会 

⇒ 平成２８年１０月１５日（土）ＩＭ ５組 

    振替になります。１０月１２日は休会です  
2650地区第５組 ＩＭ 10/15(土)    

いまだて芸術館にて開催 出欠は9/15までに 

お知らせ

今後の予定本日の例会

次回例会

平成２８年９月２１日（水）   第1867回例会 
外部卓話 合同会計 竹沢 洋一 様 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先日開催した情報集会、炉辺会談では皆さん大変長時間、貴重なご意見を聞かせて頂きありがとうございました。

頂いた意見をもとに、次のアクションを起こして参りたいと存じます。本日のお客様はビバーチェの酒井恒了様で

す。先週は、ロータリーの組織論について福井北の菅原さんからご講演をいただきましたが、本日はマーケティン

グや経営論についてお話しいただきます。 

さて、本日より新入会員の川上純幸さんがお見えです。おめでとうございます。後ほどバッチ授与を行います。ま

た、上屋敷会員にはロータリー友の解説をお願いします。今週の会報には、前回の林田恒正さんの卓話と菅原さん

の講演内容が大変良くまとまって掲載されています。瀬野会員、笹野会員はじめ会報委員会のご努力に感謝申し上

げます。お帰りになって是非じっくりとお読みください。最後になって失礼しましたが、加賀RCより梶さんがお

越しになっていますのでご紹介します。本日は内容が盛りだくさんですので、会長の時間はこれで終わります。 

幹 事 報 告 　幹　事　　杉　本　政　昭

来 簡 

≪ガバナー事務所より≫ 

①地域別 職業奉仕担当者会議＜福井＞ 

10/29（土） 13：30～15：30  

アオッサ３Ｆにて 

②ラオスポリオミッション ご参加とご寄付のお願い（再送） 

≪他クラブより≫ 

①第155回 福井県下ＲＣ 会長幹事会のご案内 

 ホストクラブ 武生ＲＣ 11/19（土） 武生商工会館にて 

②会報  福井北ＲＣ   島原南ＲＣ 

≪その他≫ 

①第48回ウイングカップソフトボール大会 

 主催：ＮＰＯ法人 福井市ネットこうえん会 （会長 林田恒正氏） 
 10/16（日） 8：30～開会式にご臨席お願い 
あわら市国影グラウンドにて 

会 長 の 時 間 　会　長　　山　下　健　治

ビジター受付のみ18：00～18：30 

福井水仙RC 木 9/29 10/27 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC 火 9/27 

 

ビジター受付のみ12：00～12：30 

福井RC 木 9/15 10/6,20,27 

福井東RC 月 10/3 

福井西RC 金 10/14 

福井南RC 火 9/13 10/18,25,11/25 

11/22 

福井北RC 水 9/21 

福井あじさいRC 金 9/16 

三国RC 金 9/30 10/7 

武生府中RC 木 9/20,29 

武生RC 火 10/18 

敦賀西RC 木 9/15,29   

若狭RC 火  9/20  10/20 

※ 地区内のクラブ間の例会行事等の連絡方法が変更に
なりました。  各クラブの例会情報は、 
２６５０地区のホームページの 
「クラブ情報」→「例会情報」でご確認ください。 

第５回理事会 議事録               ９月７日（水）開催 

【審議事項】    

①１０月例会プログラムについて     ⇒承認 

山下会長より１０月例会プログラムを資料に基づき説明 

②ラオスポリオミッション（参加・寄付）ついて ⇒承認 

山下会長よりラオスポリオミッション（参加・寄付）ついて 

資料に基づき説明  

参加希望者はなし 

寄付は１人１０００円以上を募金を募ることで了承 

③IM（10/15）の参加について          ⇒承認 

山下会長よりIMの詳細説明の中で、懇親会が行われないこと 

に触れ、IM終了後に懇親会を行うか否かの旨説明 

林田千之理事より、全員登録しなければ懇親会ができるのでは 

と意見。 

懇親会を行う方向、予算はご意見を参考に考えることで了承 。 

④情報集会・炉辺会談の結果を受けて         ⇒承認 

山下会長より情報集会・炉辺会談の結果報告の後、 

10/5のクラブ協議会に向けて、事前にアンケートを取り、 

それを受けてクラブ協議会で結論を出したい旨 説明 

⑤副会長・クラブ管理運営担当理事について    ⇒承認 

会長ノミニーが林田千之会員に決定しましたので、 

会長・クラブ管理運営担当理事についてもお願いします。と 

山下会長より説明 

      

    

      

       

 

【協議事項】 

①ガバナー公式訪問 について⇒了解 

山下会長より ガバナー公式訪問における事前ロータリーク

ラブチェックリストについて資料説明。 

林田千之理事より うまく書いてある旨意見あり。 

林田恒正理事より インター、ローターアクト提唱がNOにチ

ェックが入っている点、地元密着型活動を具体的にという点、

クラブ単独の基金の有無がNOにチェックが入っている点など 

意見あり 

【報告事項】 

①インターアクトローターアクトクラブ分担金 納入について  

山下会長より 納入について資料に基づき説明。 
  

日  時 内  容 

10/5（水） 

祝事  ロータリーの友(１０月号)解説 金会員 

クラブ協議会  

「出席向上に向けての例会日 曜日時間変更について」 

10/12（水） ＩＭ 10/15（土） 振替にて休会 

10/19（水） 米山奨学生卓話 CHEW, TZE ERN （ﾁｭ ,ー ﾂ ｳ゙ﾝ） 

10/26（水） 
外部卓話 

 福井銀行 丸岡支店 支店長 渡辺史郎様 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

『福井県企業の成功事例とそこから学ぶこれからの展望』 

Vivace Consulting（ﾋﾞﾊﾞｰﾁｪｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ）代表 酒井恒了（さかいつねのり）様 

１.ユニークな事業、ユニークな経営を行っている会社、事業所に学ぶ 

①シューユウ（鯖江市）サングラスの企画製造を行う。ガラス製レンズの強度と樹脂製レンズの軽
さをいいとこ取りしたハイブリッドレンズを１・３３ミリ幅のフレームにセットした製品を開発。
１Bａｎ（いちばん）というブランドで販売開始。製品完成前の段階でミラノでの展示会に持ち込
み、１０万セットの予約注文を受けた。 

②アンドウ（小浜市）ＬＥＤを使った灯りを企画開発する。行灯燈や提灯に入れるろうそくのよう
な揺らぎを再現し、東映の撮影所から時代劇のセット用として納入。靖国神社の例大祭において参

道におかれる２０００碁の灯籠用の灯りとして納入。基本的にインターネット通販のみで月商数百
万を稼ぐ。③ミテック（福井市）金属製部品の加工会社。接触部分をセラミックに置き換えることで、耐摩耗性を高めながら
商品の寿命を伸ばし、メンテナンスコストの削減を実施する。いずれも自社の強みがどこにあるのかを見極め、そこに焦点を
当てた経営を行っている。 

２.桐生の予選落ちとボルトの五輪３連覇から何を学ぶか 
１年ほど前に追い風参考ながら９秒台で走った桐生はリオ五輪の１００ⅿで９秒台を出して決勝に残るのではないかと言わ
れていたが、実際は予選落ち。一方、絶対的な優勝候補と目されたウサイン・ボルトは過去２度の五輪と比べると２位との

差が小さくなったがきっちりと３連覇を達成した。この差から何を学ぶべきか？桐生の９秒台は追い風３，３ⅿで達成した
もので、本来の実力とは言えない。実際、以後追い風参考でも９秒台は達成していない。１００ⅿの決勝レースのスタート
ラインにつける選手は向かい風２ⅿでも９秒台で走る選手がほとんど。ボルトも当然ながら向かい風１，８ⅿでも余力を残
して９秒台を記録している。この追い風か向かい風かという条件は、実は景気が良いか悪いかという条件と同じ。強い選手
（企業）は条件に関係なく一定以上の結果を出せるが、そうでない選手（企業）は自分に有利な甘い環境でないと結果を出
せない。どちらを目指すべきかは言うまでもない。風向きに左右されない企業体質を作るポイントもやはり自社の強みを知

り、それを徹底的に活かすことである。 

３.梵と黒龍の違いに学ぶ 

福井県外で福井の酒の認知度を調べると、大半は「黒龍」と答え、「梵」と答える人は多くない。だが、この２社の売り上げ
を比較すると黒龍は梵の半分以下、梵（加藤吉平商店）は３０年以上連続して増収を実現している。黒龍は一時期マスコミ
に取り上げられ、石田屋などの限定酒でも人気が出た。それによって国内での売上げは伸びたと考えられる。だが、その時
期に梵は積極的に海外に出かけて梵（Ｂｏｒｎ）という日本酒の認知度を高め、利用者を拡大してきた。日本という小さな
市場に閉じこもることなく、世界を相手にいち早くＰＲを行い、それを積極的に継続してきたかどうかが大きな要因の一つ
と言える。黒龍と梵、飲む側から見ればお酒の品質やレベルに大きな差があるとは考えられない。前述したシューユウもミ

ラノでの展示会には何年も前から出展し、欧米の企業から受注を獲得してきた。昨年のフランクフルトでの展示会には河和
田の木地屋さんが出展し、いくつも引き合いをもらっているという。福井の人はＰＲが上手ではない、とよく言われるが、
それを払拭する意思があるかどうかで状況は変えられることが分かる。「ここは他社に劣らないところだ（強み）」と言える
何かは必ずあるので、それをしっかりと顧客になる可能性があるところに向けて積極的にＰＲすることがこれからの事業を
支えてくれることになる。 

＜会員感想＞「継続は力なり」特色を見出し、積極的に継続していく。何かロータリーの活動に通じるものを感じさせてい

ただきました。今年のテーマをＳｔｙｌǐｓｈ（スタイリッシュ）＝（特色）＆Ｄｙｎａｍｉｃ（ダイナミック）＝（積極
的な継続）と置き換えて任務遂行することも妙案と思いますが、いかがなものでしょうか。  （文責 倉田 教信） 

＜山下会長 謝辞＞福井県内での面白い企業と言うことで、私も熊堂にある坪由織物が独自の絹織物でイタリアのフッショ
ンショーに素材を提供し、グローバル化に取り組んでいることを最近知りました。また、加藤吉平商店の梵は、タクアパの

近くのカオラックと言う田舎の日本料理屋でも置いてありましたし、インドでも１合６００ルピアで売っていたことを聞い
ています。海外への売り込みや、向かい風を追い風とする強みの活かした経営が大切であるということが印象に残りました。
本日はありがとうございました。 

外部卓話                      プログラム委員会 

ロータリーの友（９月号）解説       上屋敷 雑誌・広報・ＩＴ委員 

【冒頭】  創始者ポール・ハリスの言葉 

個人の努力が十分に向けられた時、多くを成し遂げることができますが、最大の善は、多くの人の努力

が結集することから実現するものです。個人の努力は個人のニーズに向けることができます。 
しかし、大勢の努力の結集は、人類への奉仕にささげられるに違いありません。 
2つの意味を感じました。 
「個人が成功した先にその個人の努力が集団としての善として集結されている。」 
「人類への奉仕という名目の下に集った集団の努力が善として集結されている。」 
どちらの捉え方もいいのではないかと感じました。 

・100周年はアトランタ       ・ポリオ撲滅まであと0・1％  10月24日はポリオデー 
・パズルｄｅロータリーの答えはいつも何かの意味が含まれています 

・4つのテスト 英文版の解説 



丸岡ロータリークラブ 
会員数：３６名 例会場：丸岡城のまちコミュニティセンター  例会日：毎週水曜日18時30分  

事務局：〒910-0251 福井県坂井市丸岡町一本田福所22-24-3 東角建設(株) ２F  

TEL 0776-67-0410 FAX 0776-67－4811 E-mail webmaster@maruoka-rotary.com 
クラブ広報委員会 委員長―奥村雅徳 会報委員会 委員長―倉田教信 副委員長―道木宏昌 

委員―青池 進 前川 徹 瀬野友伸 笹埜 博 
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荒城の月  （作詞：土井晩翠  作曲：瀧 廉太郎 ） 
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委員会報告                        ９月７日（水） 

◆ニコニコ箱◆     寄付者 １８名 
山下会長 川上さん ご入会おめでとうございます。 

     上屋敷会員 今日は友の解説よろしく 

     酒井様本日は卓話よろしくお願いいたします。 

杉本幹事 坂井恒了様 本日は卓話宜しくお願い致します。 

先日の炉辺会談ご協力ありがとうございました。 
酒井恒了様 卓話ありがとうございます。 

川上さん・納谷さん 入会おめでとう。 

上屋敷さん ロータリーの友 解説ご苦労様です。 

新会員 入会式                会員増強・退会防止委員会 

 納谷 隆俊 会員 

（なやたかとし） 

1976(S51)年6月1日生 

あわら温泉 月香 代表取締役 

（あわら市舟津） 

現住所：石川県加賀市塩屋町 

川上 純幸 会員 

（かわかみ すみゆき） 

1967(S42)年2月11日生 

㈱アットワーク 代表取締役（福

井市宝永3丁目） 

現住所：丸岡町寅国 

◆ロータリー財団◆   寄付者 １７名 
中島 釣部 下田 金 奥村 林田恒正 山下 下村 倉本 

倉田 水﨑 杉本 竹内 松井 青池 上屋敷 笹埜 

◆米山奨学会◆     寄付者 １８名 
中島 釣部 林田千之 下田 金 奥村 林田恒正 山下 

下村 倉本 倉田 水﨑 杉本 竹内 松井 青池 上屋敷 笹埜 

◆出席状況◆  出席委員会 
例会日 会員数 出 席 届有欠 届無欠 ﾒｰｷｬｯﾌ  ゚ 出席率 

9/7 ３６ ２８ ８ ０ ０ 77.78% 

【メーキャップ】 8/27 米山奨学委員長会議 青池 

◆寄付金の状況◆  ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 ９月７日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 26,000円 280,000円 715,000円 

ロータリー財団 24,000円 129,000円 

米山記念奨学会 25,000円 134,000円 

 

釣部 林田千之 小見山 前川重雄 下田 金 奥村 下村 倉本 倉田 水﨑  ⇒ 

柿木 竹内 松井 上屋敷 笹埜 

会 員 誕 生 日 

会 員 夫 人 誕 生 日 

 
9/4  前川重雄会員夫人 真理恵様 

9/5   杉本会員夫人   尚美様 

9/14  髙嶋会員夫人   富美江様 

なし 

 

 

結 婚 記 念 日 

 
9/7  杉本会員 

 ９月１６日は、仲 秋 の名月です。 


