平成２８年１２月７日 発行

次回例会

本日の例会
平成２８年１２月 ７日（水）
18：30

19：30

第 1877 回例会

開会点鐘
ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ斉唱（君が代・四つのテスト）
会長の時間 ・12 月度祝事
幹事報告・委員会報告
ロータリーの友解説（１２月号）上屋敷会員
会員卓話 金 定基 会員
『健康寿命を延ばす』
閉会点鐘

お知らせ

平成２８年１２月１４日（水）

第 1878 回例会

年次総会
新入会員歓迎会
例会場変更：料亭ほんだ

今後の予定
平成２８年１２月２１日（水）

第 1879 回例会

外部卓話 福井県立大学理事長 林雅則 様
『福井県立大学の現状と地方大学のこれからの課題』

平成２８年１２月２８日（水）
年末につき 休会

1/14(土) 第２回青少年奉仕担当者会議

平成２９年 １月１０日（火）

メルパルク京都にて
東角青少年奉仕委員長 出席予定

第 1880 回例会

場所・時間は、未定です。

平成２９年 １月１６日（月）

第 1881 回例会

１９時～２０時 丸岡城のまちコミュニティセンター

福井県内クラブ例会日・開催場所
月 曜 日

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
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
福井ﾌｪﾆｯｸｽ・ｸﾞﾗﾝﾕｱｰｽﾞﾌｸｲ
**

水 曜 日

*＝19:00開会 * *＝18:30開会

木 曜 日

金 曜 日

福井北・ｸﾞﾗﾝﾕｱｰｽﾞﾌｸｲ
福 井・ﾕｱｰｽﾞﾎﾃﾙﾌｸｲ
福井西・ﾊﾞｰﾄﾞｸﾞﾘｰﾝﾎﾃﾙ
敦 賀・福井銀行敦賀支店2F 武生府中・農協会館３Ｆ
三 国・三国観光ホテル
鯖江北・神明苑内
* 福井水仙・福井ﾊﾟﾚｽﾎﾃﾙ
鯖 江・鯖江商工会館３Ｆ
大 野・大野商工会館1F
* 敦賀西・プラザ萬象 福井あじさい・ﾘﾊﾞｰｼﾞｭｱｹﾎﾞﾉ
丸 岡・城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

会 長 の 時 間

会 長

山 下 健 治

今日で１１月が終わり。明日から早くも１２月です。今日のお客様は「株式会社ぼんた」の齋藤敏幸社長です。
先ほど伺ったところ、福井市内を中心に１０店舗の飲食店を経営しており、お年はまだ３８歳とのことです。若く
して成功をおさめられている企業戦略を後ほど卓話でお伺いしたいと存じます。
さて、今日はゴルフの話をします。丸岡にある福井カントリークラブの東コースで昨日我がクラブの会員がホー
ルインワンをしたと伺いました。ホールインワンは通常 12,000 分の 1 の確率でしか出ないので、1 日 18 ホー
ルのうちショートホールは 4 つしかないため、3,000 ラウンドで１回出るということです。毎週ゴルフへ行って
も約６０年かかるというくらい、珍しい記録で、今日この場におられる方の中でも、ホールインワンをされた方は
いないと思いますがおられますか？（ここで３名の方が挙手）誰もおられないと思っておりましたが、メンバーの
方はやはり何か持っているのだと思います。ちなみに昨日の達成者は松田美由紀会員です。
もう一つ、昨日の話ですが、ロータリー財団に累計１万ドル以上寄付された方はメジャードナーと呼ばれますが、
当クラブでは下田会員がなっておられ、そのメジャードナーの午餐会が名古屋で開催され下田さんがご出席されま
した。その話も後ほど伺いたいと思います。

幹 事 報 告

幹 事

杉 本 政 昭

来 簡

≪その他≫
①プラティープ財団より 喪中につき新年のご挨拶を欠礼します

ビジター受付のみ 12：00～12：30
福井 RC
木 12/15 1/12
福井東 RC
月 12/19
福井西 RC
金 12/16
福井北 RC
水 12/7,21
福井あじさい RC 金 12/16
武生 RC
火 12/20,27 1/17
武生府中 RC
木 12/22 1/5,19,26
敦賀西 RC
木 12/8,22
大野 RC
水 12/21

ビジター受付のみ 18：00～18：30
福井水仙 RC
木 12/22
福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC
火 12/20 1/31

※ 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。

≪ガバナー事務所より≫
①五條ロータリークラブ会長交代のお知らせ
2016-2017 年度会長 井上 猛会員 ⇒下村 卓会員
②青少年交換プログラム 短期交換 取扱い開始のお知らせ
③【2016-17 地区大会 4/9】 ご登録についてのご案内
登録期間 12/5（月）～1/20（金）
≪他クラブ≫
①会報 武生ＲＣ

出席報告
メジャー・ドナー午餐会 参加してきました

下田 重道 会員

＜メジャードナーとは、累積寄付の合計が 10,000 ドルに達した会員＞
会 場 ナゴヤ

開催日 2016 年 11 月 29 日（火)
時 間 10:00～14:00
場 所 ナゴヤウエステングキャッスルホテル「天守の間」
RI 会長 ジョン F ジャームも出席されていました。

1917 年、当時の会長アーチ・クランフが「世界でよいことをする」ための基金をつくるというビジョンを発表。26 ドル 50
セントの寄付でスタートした財団は、世界有数の財団に成長し、何百万という人のために人道的支援を行ってきたということ
です。
アーチＣ.クランフ・ソサエティ (Arch C. Klumph Society)
ロータリー財団に対し累計 25 万米ドル以上の寄付者が、ソサエティーのメンバーとなる。これはロータリー財団管理
委員会が 2004 年 10 月、寄付者に感謝の意を示し、ロータリー財団の創始者の名前にちなみ、創設した。メンバーに
は感謝状が贈られ、その写真がＲＩ世界本部内のアーチ・クランフ・ギャラリーに飾られる。 (用語便覧 2008)
累積寄付の合計が 250,000 ドル以上となった寄付者は、アーチ C. クランフ・ソサエティの会員として迎えられ、国
際ロータリー世界本部のアーチ C. クランフ・ギャラリーに恒久的に肖像写真が飾られます。 (rotary.org)
田中徳兵衛氏が今回アーチ C. クランフ・ソサエティとして、表彰されました。
世界では、７００名くらい。①アメリカ②台湾③インド④韓国 日本では２８名いらっしゃる。今後倍増していきたい意向。
会食懇談会があり、同じテーブルには、２６５０地区の刀根ガバナー・福井東ＲＣ 松井会員（ホンダクリオの会長）が
いらっしゃり、楽しく懇談してきました。

外部卓話

プログラム委員会
『
「株式会社ぼんた」の企業戦略』
株式会社ぼんた 代表取締役社長 齋藤 敏幸 様
「自己紹介」
１９７８年３月生まれ ３８歳
坂井市丸岡町吉政出身
（父親が４３歳で亡くなっており、生きていたら６６歳になっています。齋藤しげると言いますが、
ご存じの方がいらっしゃったら、ぜひお話ししたいです。
） 性格は、ポジティブなヘタレです。

「会社概要」 株式会社ぼんた 有限会社サプライズ
本社：福井市大宮１丁目（元ピアの近く）
創業：２０００年（２２歳の時）
売上：５億１千万（２０１６年） 従業員：社員２６名 アルバイト約１００名
事業内容：アパレル・飲食業・物販・ネット通販
運営店舗：BONTA W・ぼんた本店・旬彩肉焼居酒屋ぼんた・らーめん山頭火大和田店・らーめん山頭火大願寺店
コメダ珈琲福井二の宮店・ 西武福井店スカイビアテラス ・くずし割烹ぼんたハピリン店
「経営理念」 ・皆で楽しく金儲け
・絶対付加価値主義
・安売りしない
起業したアパレル業から事業拡大をし、飲食業にかかわり
早 12 年が過ぎました。
社員がお客様に幸せを与え、離職率を下げる様努力してきました。た。
利益を出す為に、経営計画発表会を業者・社員・アルバイト・他業種の経営者の方を招いて、開催しています。
幸せの定義は人それぞれですが、私自身が考えた幸せを２０２０年までに従業員に与えられるよう就業改善を繰り返し、努力
しています。
「付加価値をつけて勝負している」
◆顧客ターゲットの絞り込み
中間所得層をターゲットにし、女性が来やすいお店・男性が女性と行けるお店作りをしています。
◆アルバイト確保の困難解消の為に
主に学生のアルバイトと県内の企業とのマッチングをしています。セミナーを１ヶ月に１度開催。今の学生は、自己啓発力が
高いので、就職を斡旋するため、学生のアルバイト内容の内申書を他企業の社長へ渡しています。福井で就職して、福井の活
性化の一助になればと考えています。また、親の介入が大きい現代において、安心してもらえるアピールにもなると思います。
「生き残り戦略」
◆ランチェスター戦略を軸に出店エリアの絞り込み
出店エリアは、北は九頭竜川・南は足羽川・東は国道８号線・西はあわら街道の中でのみ、新幹線が通る高架下の近くの場所
は避ける、と決めています。理由は、①大学近くに出店することにより、学生アルバイトの確保 ②集中出店によるぼんた、
山頭火・コメダコーヒーとのシナジー効果が期待できる ③社長自身の移動コストの軽減 ④出店地域に迷わない
◆あいまいを排除する
①時間の言い方 「少々」
・
「早く」等、人によって感覚がまちまちな言い方をやめる。
②まかない食 無償提供はしない。
③残飯の持ち帰り禁止。
④社長の食事はきちんと自身支払をする。
⑤売り上げを明確に毎日把握する。
⑥チェックをおこなう際には、チェック表を作成する。
◆仕事の優先順位を共有する
ホールと厨房など、それぞれの部署で提案し、優先順位を決定。
◆苦手なことに挑戦する
私は英語が苦手ですが、英会話教室に通っています。
「今後の目標」
福井国体、オリンピック、新幹線開通と福井が盛り上がる最後のチャンスを生かし、２０２０年までに売上高１０億・経常利
益１億円を目指します。
＜会員感想＞
若い起業家がこんなに身近なところに縁があったとは驚きです。福井で１番成長できる飲食店。長時間労働・安月給とは無縁
な就業環境を目指し、皆で脳を使い続けブランディングを確立し、福井県売上高１位の飲食業になるべくハイスピードで進化
中の会社を経営する若き社長。話を聴いてこちらもワクワクしました。
（文責 倉田 教信）

委員会報告

１１月３０日（水）

◆ロータリー財団◆
寄付者 １３名
中島 林田千之 下田 奥村 髙嶋 山下 倉本
水﨑 杉本 竹内 松井 道木 竹澤
◆米山奨学会◆
寄付者 １１名
中島 林田千之 下田 奥村 髙嶋 山下 倉本
杉本 竹内 松井 道木

◆出席報告◆

出席委員会

例会日

会員数

出 席

届有欠

届無欠

11/30

３８

２６

７

２

欠席

３

例会出席率

74.29%

【メーキャップ】 11/30～12/6 事務局受付分
11/26 第4回地区青少年奉仕委員会 林田數 12/7分
11/29 地区ロータリー情報委員会

◆ニコニコ箱◆
寄付者 １１名
山下会長 ぼんた社長齋藤様 本日は卓話ありがとう
ございます。
美由紀ちゃん、ホールインワンおめでとう。
杉本幹事 本日の卓話(株)ぼんた社長齋藤様 どうぞ
宜しくお願い致します。
林田千之 次年度の準備入りつつあります。
皆さんのご協力よろしく！
下田
齋藤敏幸様 卓話ありがとうございます。
髙嶋
齋藤社長 本日は卓話ありがとう
ございます。
倉本
㏍ぼんだ社長様 齋藤敏幸様 本日は
卓話御苦労様です。
水﨑
寒くなってきました。昨日インフルエンザの
注射をしてきました。
柿木
(株)ぼんた齋藤敏幸社長 本日は卓話
宜しくお願い致します。

出席免除者

11/18 三国ＲＣ

林田千 未定分

林田千 未定分

例会日

会員数

出 席

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ

欠席者

11/9

３８

２５

３

７

◆寄付金の状況◆
ニコニコ箱
ロータリー財団
米山記念奨学会
松井
道木
上屋敷

『丸岡城天守を国宝へ』 応援しましょう！
丸岡城展望について（城周辺）その２

出席免除者

欠席

３

修正出席率

80.00%

ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会
11 月 30 日
累計
会費含む累計
15,000 円
566,000 円
1,096,000 円
16,000 円
293,000 円
14,000 円
292,000 円

(株) ぼんた齋藤社長様 卓話よろしくお願いいたします。
齋藤様本日は卓話ご苦労様です。
斎藤様本日は卓話よろしくお願いします。

⑥
（坂井市丸岡観光協会公式サイトより）

丸岡藩砲台跡

本多家の墓所（本光院）

キリシタン燈籠

有馬家の菩提所

三国町梶の海岸。
幕末の1852年に外国艦渡来
に備えて築いた丸岡藩の砲
台には今でも、
土塁と５カ所
に砲眼と呼ばれる大砲を備
える切り通しが残されてい
ます。

本多家は成重の代、慶弔
18 年(1613)に丸岡城主にな
り、寛永元年(1624)に 4 万6
千石を拝領して初代丸岡藩
主となり、2 代重能・3 代重
昭と続き、4 代重益の時お家
騒動により改易となり、
所領
没収になりました。
（巽 3-3 本光院）

火袋を支える竿石にマリア
像が彫られ、
更に竿石の上部
は十字架をかたどっている
ようです。
キリシタン信者が
密かに礼拝したものだろう
と思われます。
（霞 1-3 円光寺）

境内の左奥に有馬家の歴代
藩主の大五輪の塔が並んで
います。
中央は延岡から移さ
れた直純、康純の墓です。
（篠岡 23-8 高岳寺）

丸岡ロータリークラブ
会員数：３８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

