平成２９年４月２１日 発行

次回例会

本日の例会
平成２９年４月２１日（金）第 1892 回例会

平成２９年５月 １日（月）休会

＜例会日時変更＞ ４月２４日（月）
10：15 開会点鐘 加賀・丸岡・三国３クラブ一緒に
ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ（日も風も星も）斉唱
会長挨拶 三国 RC 会長 安田 一英
加賀 RC 会長 竹内 和良
丸岡 RC 会長 山下 健治
幹事報告 加賀 RC 幹事 中川 敬雄
丸岡 RC 幹事 杉本 政昭
三国 RC 幹事 齋藤 重一
委員会報告
11：00 閉会点鐘
11：15 電車出発
＜食事・歓談＞
11：50 西長田駅出発 ＜ナナ・イロ演奏＞
12：25 三国港駅到着

平成２９年５月 ８日（月）第 1893 回例会

今後の予定
平成２９年５月１５日（月）第 1894 回例会
米山奨学生 紹介
新入会員卓話 西出 智一 会員

平成２９年５月２２日（月）第 1895 回例会
外部卓話 (株)クリーンリース
柿木 祐介 様

祝事 ロータリーの友解説（５月号）下村会員
外部卓話 (株)池五
社長 丸井 一成 様（三国 RC）

お知らせ
4/23(日) 米山奨学生・ｶｳﾝｾﾗｰのためのｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ（京都）
青池カウンセラー 王さん 出席
4/30(日) 地区研修・協議会開催（京都）
次年度理事９名出席
5/13(土) 島原南ＲＣ ３０周年記念式典 11 名出席
5/14(日) 敦賀ＲＣ ６０周年記念式典 金エレクト出席
5/17(水) ロータリー財団 100 周年記念シンポジウム
山下会長出席
5/21(日) 福井県下 RC 現・新会長幹事会
山下会長 杉本幹事
金会長エレクト 林田次年度幹事出席
5/28(日) 武生府中ＲＣ ４０周年記念式典
山下会長出席

福井県内クラブ例会日・開催場所
月 曜 日
火 曜 日
水 曜 日
福井東・アオッサ3F WelAossa 福井南・繊協ビル8F大ホール 福井北・グランユアーズフクイ
*丸岡・城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 勝 山・勝山市民活動ｾﾝﾀｰ 敦 賀・福井銀行敦賀支店2F
武 生・武生商工会館
鯖江北・神明苑内
若 狭・ホテルせくみ屋
大 野・大野商工会館1F
福井ﾌｪﾆｯｸｽ・ｸﾞﾗﾝﾕｱｰｽﾞﾌｸｲ

木 曜 日

無印＝12:30開会 * ＝19:00開会

金 曜 日
福 井・ユアーズホテルフクイ 福井西・バードグリーンホテル
武生府中・農協会館３Ｆ
三 国・三国観光ホテル
* 福井水仙・福井パレスホテル 鯖 江・鯖江商工会館３Ｆ
* 敦賀西・プラザ萬象
福井あじさい・リバージュアケボノ

会 長 の 時 間

会 長

山 下 健 治

小松空港から東京へ飛行機で向かうと、A 席側の窓から富士山が眺められ、しばらく水平飛行の後、房総半島上
空に差しかかると「当機は徐々に高度を下げ着陸態勢に入ります。
」というアナウンスが流れます。ロータリーも
通常でしたら 4 月頃から着陸態勢に入るのですが、今年はまだ高校生スタディツアーのタイ訪問や職場訪問、島
原南クラブ訪問などまだまだ行事や活動が残っています。最後までよろしくお願い致します。
その中の一つで 5 月には島原南 RC の 30 周年式典に丸岡から 11 名が参加します。島原南のことを改めて調
べてみたところ、肥前有馬家の有馬清純が丸岡城藩主に移封されたご縁で両クラブが姉妹提携したのですが、有馬
家が丸岡に来たのは 1695 年、姉妹提携したのは林田千之会員が会長であった 1995 年で、実はちょうど 300
年という節目に姉妹提携が結ばれたということに気が付きました。有馬家が丸岡移封後 300 年後からロータリー
がそのご縁を引き継いだということになります。また、先日有馬家の菩提寺である高岳寺も見てきましたが、今年
3 月に本堂が建て替えられ、歴代藩主の墓所も大変綺麗に整備されていました。島原南のメンバーにも是非見て欲
しいと思った次第です。
さて、4 月からは新年度という会社が多いと思いますが、私の業界団体でも今日監査が行われ、公認会計士や弁
護士により大変細かい監査が 4 時間にわたり行われました。今回は、予算を使い切らない事業によって、予算が
必要だった他の活動が阻害されていなかったかという指摘を受けました。しっかりした活動計画と予算案が必要で
あるということはロータリーでも同じことが言えると思います。予算については今年も反省すべき点があると存じ
ますが次年度活動計画を練っている役員の方は是非ご注意願いたいところだと感じました。
では今週は、三国との合同例会があります。皆さんで楽しんでまいりましょう。

幹 事 報 告

幹 事

来 簡
≪ガバナー事務所より≫
①次年度地区ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ･ﾘｰﾀﾞｰ研修会の案内及び就任願い
６/３（土）メルパルク京都にて
＜参考：2013-17 年度対象の方＞
奥村 林田千之 下村 水崎 山下 会員
②17-18 年度 地区財団資金推進委員会 クラブ訪問
５/２９（月） 13：30～
③第２７回日本ロータリー親睦ゴルフ「北海道大会」の案内
６/２７（土） 札幌国際カントリークラブ

杉 本 政 昭

ビジター受付のみ 12：00～12：30
福井 RC
木 6/29
福井あじさい RC 金 6/30
三国 RC
金 4/21 6/30
武生 RC
火 4/25
武生府中 RC
木 4/27 5/25 6/1
ビジター受付のみ 18：00～18：30
福井水仙 RC
木 5/18
福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC
火 6/6

≪他クラブより≫
≪その他≫
ロータリーカップサッカー大会開催報告

青少年奉仕委員会

4/16（日）第８回ロータリーカップ Ｕ-９ 坂井市少年サッカー大会 開催しました。 三国ＲＣ共催

プログラム委員会

好天に恵まれて、開会式

ご参加いただきました会員の皆様、ありがとうございました。

始球式 １２チームが参加しました♪

＜ロータリーカップ＞
優勝
高椋ＳＳＳ
準優勝 平章ＳＳＳ
３位
磯部ＳＳＳ
４位
本荘新郷ＳＳＳ

＜さくらカップ＞
優勝
春江町ＳＳＳ
準優勝 坂井ＳＳＳ

＜表彰＞
優勝・準優勝には、カップ・トロフィー・賞状
３位・４位には、トロフィー・賞状
各チームの優秀選手１名には、記念メダル

試合結果

入賞しなかったチームには、
試合球を進呈

新入会員卓話

プログラム委員会
『 愛犬と泊まれるホテルの立ち上げにについて 』
納谷 隆俊 会員 2016.9.7 入会 1976.6.1 生 あわら温泉 月香 代表取締役 加賀市在住
先ずもって、長期に渡りお休みしてしまい申し訳ありませんでした。また、このように復帰させ
ていただきましたことに感謝申し上げます。仕事の方も一段落着きましたので、これからはしっか
り頑張っていこうと思いますので、よろしくお願いします。
卓話ということですが、仕事のことでも、人生のことでも経験豊富な諸先輩方を目の前にし、何
を話そうかと悩みましたが、現在一番頭を使って、ここ半年間取り組んできた、愛犬と泊まれる旅
館「月香」について話したいと思います。ここ半年間、3/18 に OPEN させようと、今までの人生
の中で一番大変な時を過ごしてきました。その間に色々と考えたことを話したいと思います。

私は元々、山中温泉で旅館経営をしていました。その時に強く感じたことは、お客様のニーズがすごく多様化してきて、要望
が多岐にわたっているということです。そして、様々なお客様に満足してもらうのは難しいと感じました。例えば、にぎやかな
所が好きな人、静かな所が好きな人、大きい建物が好き、小さい建物が好きといったように、相反する要望があり、両者を喜ば
せるようにしても、結局は中途半端で平均的な評価になり、そこを目指しても将来的に厳しい状況に陥ると予測しました。
そこで出した答えが「愛犬」です。色々な人に喜んでもらうのではなく、こちらが喜んでもらえるお客様を選別する、つまり
顧客のセグメントです。色々なターゲットや世代等がある中で、私が着目したのは「愛犬と泊まれる」
「ワンコと泊まれる」で
す。芦原温泉だけでなく、この北陸地方にはたくさんの温泉旅館があります。その中で、ワンコと泊まれる旅館というのは少し
ずつ増えてきてはいますが、全館そうだというのはありませんでした。北陸初というのは魅力でした。
また、データを見ると、36%の人が犬を飼っていて、世帯所得別に見ると、年収 1,000 万円未満は 28%で、1,000 万円以上の
比較的裕福な層では 56%でした。つまり、裕福な人ほどワンコを飼っているというデータがあります。それを受けて、都心で
もワンコと一緒に旅行に行けるというのが少しずつ増えてきています。そこで、その部分にターゲットを絞ることにしました。
ただし、ターゲットを絞るということは、少なくな
ってきているとは言え、宴会や旅行会社を通した団体
様といった収益率の高いお客様を捨てることになって
しまいました。また、色々な所にペットシーツやペッ
ト用おむつのようなペット用のアメニティグッズを備
えなければならず、他にも消臭剤、空気清浄器など、
普通の旅館がコストを掛けないであろう部分にコスト
を使いました。当然のことですが、来るお客様はワン
コ好きな人ばかりですが、働いている従業員もトリマ
ーの有資格者だったり、ペットの専門学校を卒業した人だったりと、ワンコ好きなスタッフのみとしました。そして、来る人は
ワンコ好きで、おもてなしをするスタッフもワンコ好きと言う、ワンコ好きという一つの共通点で様々な人が集う旅館にしたい
と思っていました。この特殊な人にだけ満足してもらうという商いは、ニーズが多様化してきた社会において、どの商売におい
ても一つの答えとなると思います。また、特定の人が喜んでもらえれば良いという考えは、とても考え易いのではないかと思い
ます。しかし、実際に 3/18 に OPEN して、ワンコ連れのお客様だけというコンセプトは分かり易くバッチリだったと思います
が、その中でも様々なパターンがあることを実感させられました。それは、一つはウチのワンちゃんが楽しめる為に訪れる人、
もう一つは家に置いて行けないので仕方なく旅行に連れて来た人で犬ではなく自分を満足させて欲しいという人でした。もっと
言うと、ワンコを介在に他の人との会話などの交流が良かったという人がいたり、逆に折角の休みなのに話し掛けないで欲しい
という人がいたり、食事会場で他の犬が鳴いているのが、自分の犬が鳴いても気楽だったという人もいれば、しつけの悪い客と
同席したくないという人もいました。
今後は顧客をセグメントした中にあるパターン毎にサービスを考えていくつもりです。はじめは、犬を飼っている人たちは泊
まる所がなくて困っているのだからと強気でいましたが、社会的にペットを許容する動きがあり、もっと掘り下げて考えていか
なければと思っております。
＜会員感想＞
業界は違いますが、とても参考になりました。資本力のある大企業にはない、町工場故のコンセプトや強みを考えたいと思い
ました。
(文責 瀬野 友伸)

2017-18年度 第2650地区委員委嘱状授与
林田千之会員
ロータリー情報委員会 委員
林田數一会員
ＲＹＬＡ委員会 委員

参加報告

職業奉仕委員会

4/16（日）ロームシアター京都にて 職業奉仕講演会に参加してきました。参加数は５４５名でした。
林田千之職業奉仕委員長・奥村雅徳会員２名出席
『ロータリーの行方～職業奉仕の過去・現在・未来』
「シェルドンの経営学理念」
田中 毅氏（ＲＩ第 2680 地区パストガバナー 尼崎西 RC 源流の会主宰）
「今、職業奉仕の周辺を読む」 塚原房樹氏（ＲＩ第 2510 地区パストガバナー 札幌東ＲＣ）
＜感想＞ 奥村雅徳会員
職業奉仕の話をするには、まず、アーサー・フレディリック・シェルドンという人の話から入らなければならない
わけですが、ポール・P・ハリスを助けてロータリーの基礎を確立した人の一人とされており、初期ロータリーの指
導的人物（1868～1935）です。アメリカ・ミシガン州の生まれ、1908 年シカゴ RC に入会（のちに 1930 年に退会）
ロータリーの標語「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」という標語の原型となる言葉を掲げた人です。
「職業奉仕理念」というのはこれまで多くの誤解や抵抗の歴史だったようで、英語の単語ひとつとっても、あれやこれやと意見
が分かれたり、シェルドンが提唱するものとは違った方向に向かったりしたようです。
今回の「シェルドンの経営学理念」と題して田中毅さんが、力説されたのは、この「職業奉仕の理念」というのは、
「シェル
ドン自身の文献を読破したうえでクラブの会員同士、語り合ってください。ということですが、しかし残念なことに日本ではシ
ェルドンの一次資料がほとんど紹介されておらず、後世のロータリアンが書いた二次、三次の資料によって職業奉仕が語られ、
いろんな人が説いた文献を参考文献にして語ることは間違った経営学の理念を植え付けられる原因になるんです」ということで
す。日本のロータリアンは他に比べ職業奉仕の理念を理解しようという思いが強いようです。
ロータリーのホームページにいろんな参考資料が紹介されているので是非、利用してほしいとのことでした。近江商人の『三
方良し』＜売り手よし、買い手よし、世間よし＞などの例はどの国でも道徳的な営利活動を否定せず、倫理というよりむしろ「ビ
ジネスの持続的発展」の観点から本業というか生業のなかで社会的責任を果たしていくことを説いているものです。
ヨーロッパではキリスト教の天職論と職業奉仕を結び付けて考える人も多く、天職論がロータリーの職業奉仕の根底にあると
説く人もいますが、これも明らかに間違いである。シェルドンは経営学の奉仕の理念を構築して、それを実社会で応用するため
のビジネス・スクールを経営し、そのシェルドン・スクールがモットーとして、黄金律として「あなたが他人からしてもらいた
いことを、先に他人にしてあげなさい」ということであり、自分一人で儲けるのではなく、その事業に関係した人と利益を公正
に再配分し自分が儲けることよりも他人が利益を得ることを優先することによって、あとから利益が何倍にもなって還元され
る･･･ということです。もっともアメリカの人にはいまでもこの職業奉仕の理論が理解できないそうです。また、これを説いた
シェルドンという人をアメリカの会員のなかには知らない人が多いそうです。
職業奉仕を実践するには自分の業界の悩み等を話し合うフォーラムの開催や異業種交流、会員同士の個々の職業を利用し合う
のもその一つですよということでした。
ライオンズには無く、ロータリーの金看板と言われる「職業奉仕」ですが、先々存在感が薄れ、いずれなくなるような時が来
るのかな、とそんな気がしました。

委員会報告
◆ロータリー財団◆

４月１７日（月）
寄付者 １０名

◆出席報告◆

林田數一 北 下田 金 山下 倉本 杉本 竹内 松井 竹澤

◆米山奨学会◆

寄付者 １３名

釣部 林田數一 北 下田 金 山下 倉本 水﨑 杉本 竹内 松井
竹澤 西出

◆ニコニコ箱◆

４月度
祝 事

例会日

会員数

出 席

届有欠

届無欠

4/17

３７

２７

７

２

会 員 誕 生
4/16 髙嶋会員
4/16 竹澤会員
4/17 西出会員
4/25 上屋敷会員
4/28 南会員
中島会員
85

日
65
50
38
36
80

4/3
4/5
4/8
4/8

出席免除者

欠席

１

例会出席率

75.00%

【メーキャップ】 4/17～4/20 事務局受付分
なし

寄付者 １１名

山下会長 地区大会、花見懇親会、少年サッカー大会、ご苦労様でした。
今週は、三国ＲＣとの合同例会です。
今日は、納谷さん卓話よろしく。
杉本幹事 納谷様、卓話よろしく！！
林田數一 結婚記念日を自祝して。地区から委嘱状来ました。
金
本日都合により早退させていただきます。
下田
納谷隆俊さん、新入会員卓話御苦労様です。
倉本
納谷会員、本日は、新会員卓話ありがとうございます。
水﨑
納谷さん卓話頑張って下さい。楽しみです。
柿木
納谷さん卓話本日はありがとうございます。用事で早退します。
竹内
納谷会員、本日の卓話よろしくお願いします。
松井
納谷さん、新入会員卓話よろしくお願いします。
竹澤
本日まち協の会議があり、早退させて頂きます。

出席委員会

例会日

会員数

出 席

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ

欠席者

4/3

３７

２７

５

３

◆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

結 婚
林田數会員
道木会員
北 会員
下村会員

出席免除者

欠席

２

修正出席率

91.43%

ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会
4 月 17 日
累計
会費含む累計
16,000 円
909,000 円
1,929,000 円
13,000 円
546,400 円
16,000 円
503,000 円

記 念 日
4/13 納谷会員
4/16 前川重会員
4/20 中島会員
4/25 東角会員

会
4/2
4/5
4/10
4/27

員 夫 人 誕 生 日
中島 会員夫人
栄子様
林田恒 会員夫人 喜代美様
林田數 会員夫人 千恵美様
青池 会員夫人
美津紀様

丸岡ロータリークラブ
会員数：３７名 例会場：丸岡城のまちコミュニティセンター
例会日：毎週月曜日 19 時00 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

