
 

  

平成２９年５月２９日（月）第1896回例会 
島原南ＲＣ 30周年式典参加報告 

平成２９年６月  ５日（月）第1897回例会 
タイスタディツアー中の為 休会 

平成２９年６月１２日（月）第1898回例会 
職場訪問 小林化工株式会社様  
＜時間・場所変更＞ 

  12：00～ 例会 高椋コミュニティセンター３０１号室 

平成２９年５月１５日 発行 

福井県内クラブ例会日・開催場所　

福井東・アオッサ3FWelAossa 福井南・繊協ビル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・福井パレスホテル
大　野・大野商工会館1F

福　井・ユアーズホテルフクイ
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・リバージュアケボノ

福井西・バードグリーンホテル

* 敦賀西・プラザ萬象

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

　　無印＝12:30開会　　＝19:00開会*

金 曜 日木 曜 日水 曜 日火 曜 日月 曜 日

平成２９年５月１５日（月）第1894回例会 

19：00  開会点鐘 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ（それでこそロータリー）斉唱 

会長の時間 

米山奨学生 紹介 ワン・リチンさん 

幹事報告・委員会報告 

新入会員卓話 

 西出 智一 会員 

            『僕の２０日間戦争』 

20：00  閉会点鐘 
 

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 佑介 様 

 

  

本日の例会 次回例会

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 

5/19(金) ＲＹＬＡ 福井アカデミアホテルにて 
～21(日）  東角建設株式会社 梅田 到氏 参加 

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 林田千之次年度幹事 出席 

5/27(土)  クラブロータリー情報委員長会議 
釣部情報委員長 出席 

5/28(日) 武生府中ＲＣ ４０周年記念式典 
山下会長出席 

5/29(月) 17-18年度 地区財団資金推進委員 訪問 
金会長ｴﾚｸﾄ・林田千之次年度幹事 

      杉本次年度ロータリー基金理事 出席 

6/2（金） タイ・スタディツアー 
～7（水）  丸岡高校生６名・浦先生・山下会長 

杉本・東角・林田恒正・水﨑・松井 参加 
 

       
～7 

 

 

お知らせ

今後の予定



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

本日は、三国RCから齊藤重一幹事様はじめ、本多宏行様、下村禎勝様、高須正実様、大嶋裕一様、森岡正巳様、

長谷川郁雄様、村田和治様、そして後ほど卓話をお願いしております株式会社池五の社長である丸井一茂様がお見

えです。（９名が登録、出席は６名）三国RCの皆様には、本日の会報にも掲載の通り、先日の合同例会ではセイ

ダカアワダチソウの駆除の後に植えられた菜の花の中をまさに「春色の汽車に乗って」三国まで連れて行って頂き

ました。記憶に残るすばらしい企画だったと改めて感謝申し上げます。さて、本日の例会では祝事行事のあと、丸

岡の名物ともいえる「ロータリーの友の解説」を下村雑誌広報 IT副委員長が行います。これは毎月、友の読むべ

き記事や興味ある個所をメンバーが１０分程度解説するものです。 

私の年度もあと２カ月を残すのみとなりましたが、今日の会報の通りまだまだたくさんの行事が残っておりま

す。その中で、クラブ広報委員会のメンバーには奥村委員長はじめ、雑誌広報の倉田委員長、道木副委員長、そし

て青池、瀬野、笹埜会員と岡田事務局員にはこれまで大変立派な会報を作って来ていただき大変感謝しているわけ

ですが、今日の会報の記事の中で「興味津々」の所が「興味深々」と書いてありました。津には筆から滴が垂れこ

ぼれる意味があり、津々で絶えず溢れ出て尽きない様を表すとのことです。間違いやすい言葉を一つ覚えただけで

も例会に出てよかったと思っていただければ幸いです。 

 
幹 事 報 告 　幹　事　　杉　本　政　昭

来 簡 

≪ガバナー事務所より≫ 

①RI日本事務局より 青少年奉仕月間 リソースのご案内 

②次年度の新世代育成基金補助金について 

【提出期日】年1回 2017年7月末（期日厳守） 

③報告書提出のお願い（地区青少年奉仕委員会より） 

青少年奉仕委員会より提出済 

④【米山】 10月米山月間 卓話予定日について 

≪他クラブより≫ 

①会報 福井北ＲＣ 島原南ＲＣ 

②第156回会長・幹事会議事録 勝山ＲＣ 

≪その他≫ 

①第4回丸岡城天守を国宝にする市民の会 理事会開催案内 

5/17（水）19：30～ 

 

ビジター受付のみ12：00～12：30 

福井RC 木 6/29 

福井西RC 金 6/30 

福井あじさいRC 金 6/30 

三国RC 金 6/30 

武生府中RC 木  5/25  6/1 

敦賀西RC 木 5/18 

 
ビジター受付のみ18：00～18：30 

福井水仙RC 木  5/18 6/22 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC 火  6/6 

 

会 長 の 時 間 　会　長　　山　下　健　治

 

第１３回理事会 議事録               ５月８日（月）開催 

【審議事項】    

①６月例会プログラムについて  

林田千之理事より６月例会プログラムについて資料に基づき説明 

補足として、山下会長から6/19例会のクラブ協議会は、定款細則 

改正案を会員で協議していただくが、大事でかつ内容が膨大なた 

め、審議決定は次年度になりうる点を了承して頂きたい旨、年間報 

告は各例会に挿んで行う旨 説明。 

東角理事より定款細則改正は時期、詳細については本年度に限らず 

柔軟に対応すればよいとの意見。また青少年委員会の年間報告は、 

事業時期の都合で次年度に発表させていただきたい旨 説明。 

定款細則改正協議、年間報告の方法を含め了承     ⇒承認 

②退会者について 

水﨑理事より退会届が提出されていた高嶋勝美委員について説明。 

山下会長より最終例会の席上、本人よりコメントを頂くこと追加 

説明。                     

②6/26お疲れさん会について 

林田千之理事よりお疲れさん会について資料に基づき 説明。 

         ⇒承認 

【報告事項】 

①4/2ボラコンの決算 

三寺理事より資料に基づき説明 

東角理事より、JCメンバーの登録料について発言。次回以降

の反省とすることで了承。            ⇒了解 

②4/9地区大会、お花見懇親会の決算 

杉本幹事より資料に基づき 説明。        ⇒了解 

③4/16サッカー大会の決算  

東角理事より資料に基づき 説明。        ⇒了解 

６月プログラム 

日  時 内  容 

6/ 5（月） 休会 

6/12（月） 職場訪問 小林化工株式会社様 

6/19（月） 
祝事・ロータリーの友解説（６月号）上屋敷会員 

クラブ協議会 

6/26（月） お疲れさん会 

 



 

 

ロータリーの友（５月号）解説        下村雑誌・広報・ＩＴ副委員長 

Ｐ3  ＲＩ会長メッセージより    「アトランタでお会いしましょう！」 

親愛なるロータリアンの皆さん、６月１０日～１４日にアトランタで開催される第 108 回国際ロータリー年

次大会に向けての準備が最終段階に入っています。ロータリーが人類に奉仕したこの 1年を祝うだけでなく、

ロータリー財団を通じて世界でよいことをしてきた一世紀を祝う今大会は、史上最大かつ最高の国際大会の

一つになると期待しています。ポリオ撲滅におけるロータリーの友人でパートナーであるビル・ゲイツ氏の

講演を、今年の国際大会で、聞くことが出来るのを、とても楽しみにしています。 

外部卓話                       プログラム委員会 

『 アメリカの小売業と日本の現状 』     (株)池五 社長 丸井 一茂 様 （三国ＲＣ） 

             ●明るい会社作りで退職者０人 

私の会社は創業205年、業務は文具の量販店への卸が主で、プラントとかバローとか、またアスクルに

も卸していて、石川、富山、名古屋に営業所がある。52人社員がいるが去年一人も辞めなかった。それ

は、どうしたら社員が辞めないかを考えた結果で、会社を明るくすることであった。机の色を鉛色から

白色に統一、年間115日を休日と決め、物流センターにはエアコンを入れた。有線放送で音楽を流し、

水とコーヒーは飲み放題と、明るい会社作りをした。 

 
●アメリカの小売業は規模が違う（画像をパワーポイントで紹介しながら説明） 

アメリカの小売業のトップは売り上げが45兆円、イオンとかセブン＆アイを足して5倍した数字である。アメリカの人口は

日本の 3.4 倍だが、それ以上である。アメリカのセブンイレブンの売り上げは 1 兆円。この事務用品専門店は売り上げが 2

兆円、このドラッグストアーは全米に 4～5000店舗、6兆7千億の売り上げである。マツモトキヨシで5千億、クスリのア

オキで 2千億、ゲンキーで 700 億である。ゲンキーは国内で 170 店舗だからその違いは歴然である。1500 坪の大きさの店

舗がどんどん増えている。この店舗は食品が70％、雑貨が30％でとても伸びている会社、冷凍ケースもずらっと並んでいて、

日本と同じように対面売り場も増えてきた。マンションの下のスーパーは、2兆8千億の売り上げで全米に1500店舗。この

300円均一の店舗は全米に1万店舗あり1兆6千億の売り上げ。全て日本では考えられない規模である。 

●日本の小売業はアメリカの店舗を参考にしている 

この事務用品専門店は2兆円ほどの売り上げ、ゲンキーが参考にした店舗で、 

レイアウトが良く似ている。アメリカは圧迫陳列が盛んである。 

フードコーナーでは無農薬野菜やオーガニック食品が主流で、今イオンが導入 

しようとしている。牛乳はガロン単位で売る。とにかくでかい。 

この店舗は2000坪もあり感動した。日本には2000坪の店はない。 

この店舗も天井まで商品を陳列しているが、これをニトリが参考にした。 

この田舎の店は1兆円の売り上げがあり全米に17000店舗、プラントが参考にした店である。アメリカのホームセンターは、

家そのものが作れるようなものを売っている。日本のホームセンターは日本流にアレンジしているのである。 

●カード決済、ネット販売が盛んになる 

アメリカではスーパーでもコンビニでもカード決済、現金は持ち歩かない。ネット通販の再宅配はない。玄関に放り投げて

いくらしい。日本のアマゾンの売り上げは1兆7～8千億になり、日本の小売業のベスト5に入る。ネット販売が日本小売業

シュアの20％になるのではと言われている。アメリカも盛んになるだろう。私の会社もネットに力を入れていきたい。特に

福井は日本の真ん中で賃金も安い。地価が安い、固定資産税が安い。福井で発達する可能性がある。 

 

＜会員感想＞アメリカの店舗を細かく観察し、日本と違うところがあれば写真を撮って分析する研究熱心さが伺えた。日本

の小売業と比較しながら分かりやすくお話しいただいたが、「百聞は一見にしかず」一度見てみたいものだ。（文責 前川徹） 

 

Ｐ19 忙しいのはあなただけ？  「友」編集長 ニ神 典子  

新会員の皆様、例会の出席状況はいかがでしょうか？出席率 100％を続けている方もいらっしゃることと思います。一方で、

「なかなか出席できない」いわれる方も少なくないと思います。先輩会員たちは、例会で皆様と会えるのを楽しみにしていま

す。また、皆様とともに活動できることを、うれしく思っています。そして、皆様の新鮮なアイデアを頼もしく思っています。

忙しいスケジュールをうまく調節して、ロータリーの為の時間をつくってください。 

Ｐ36 ４７番目のランナー    「2650地区 刀根荘兵衛ガバナー（敦賀RC） 

第 2650地区は全 97クラブ、約 4700人の会員を擁し、文化的にも多様性に富んだ地区となっています。歴史と伝統ある素晴

らしい地区ではありますが、一方、時代の変化、国際ロータリーの最近の激しい改革に十分対応できていないところもあるよ

うです。特に今年度を地区改革初年度と位置づけ、公式訪問のあり方、地区規定の新規整備、ロータリー財団100周年地区記

念事業、新たなロータリー学友会の創設、地区委員会の再構成などを検討しました。 

 



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 

 

 

 

 

委員会報告                         ５月８日（月） 

◆ロータリー財団◆   寄付者 １１名 

北  下田  山下 東角 下村 倉本 水﨑 杉本 

松井 上屋敷 川上 

◆米山奨学会◆     寄付者 １０名 

北  下田  山下 下村 倉本 倉田 杉本 

松井 上屋敷 川上 

 

◆寄付金の状況◆  ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 5月8日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 31,000円 940,000円 1,960,000円 

ロータリー財団 14,000円 560,400円 

米山記念奨学会 12,000円 515,000円 

 

◆出席報告◆  出席委員会 

例会日 会員数 出 席 届有欠 届無欠 
出席免除者 

欠席 
例会出席率 

5/8 ３７ ２５ ９ ２ １ 69.44% 

【メーキャップ】 5/8～5/12 事務局受付分  

     

例会日 会員数 出 席 ﾒｰｷｬｯﾌ゚  欠席者 
出席免除者 

欠席 
修正出席率 

4/21 ３７ １７ ６ １１ ３ 67.65% 

 

 
◆ニコニコ箱◆      寄付者 １１名 

★三国RC 

丸井様   卓話御礼分 

 齊藤幹事様 本日は、お世話になります。 

       卓話に三国クラブの丸井会員をよんで頂き 

ありがとうございます。今後ともよろしく 

お願いします。 

山下会長 三国 RC の皆様、合同例会はお世話になりまし

た。本日は、ようこそお越しいただきました。 

     丸井さん本日はよろしく。 

杉本幹事 丸井様、本日卓話よろしくお願いします。 

     三国 RC 様たくさんの例会参加ありがとうござ

います。先日の合同例会楽しかったです。 

南    結婚記念日を自祝して。 

林田千之 今日は、丸井さんご苦労様です。また、三国ロ

ータリークラブの皆様を迎えて。 

小見山  結婚記念日を自祝して。また、三国 RC 丸井一

茂 

     様、卓話よろしくお願いします。三国 RC の皆

様 

     御苦労様です。 

前川   丸井様 卓話ありがとうございます。 

     三国クラブの皆さん本日例会出席ありがとう 

     ございます。 

下田   丸井さん、卓話ありがとうございます。 

下村   三国RC丸井様、卓話ありがとうございます。 

ロータリーの友５月号解説させて頂きます。 

倉本   三国ロータリーの皆々様、先日はありがとう 

ございました。下村会員、本日はロータリーの友 

解説ごくろう様です。 

倉田   (株)池五社長 丸井一茂様、卓話有難うございます。 

本日、都合により早退させて頂きます。 

水﨑   三国の皆さん、ようこそおいで下さいました。 

また、先日は大変お世話になりました。楽しかったです。 

柿木   三国ロータリークラブ丸井一茂様、卓話よろしく 

お願いします。又、結婚記念日を自祝して。 

松井   丸井様、ゲストスピーカーよろしくお願いしま 

す。下村会員、ロータリーの友解説お願いいたします。 

上屋敷  下村さん、友解説よろしくお願いします。 

     丸井様、卓話よろしくお願いします。 

川上   下村さん、友解説よろしくお願いします。 

     丸井様、卓話お願いいたします。 

５月度

祝 事 

会 員 誕 生 日 

5/15 林田數一会員 68 

5/22 林田恒正会員 78 

結 婚 記 念 日 

5/1  南会員     5/23 小見山会員 

5/20  松井会員    5/25 柿木会員 

 

会 員 夫 人 誕 生 日 

5/25  西出 会員夫人    ゆみ様 

 


