
 
   

令和３年 ９月２７日（月）第 2050 回例会 

12：30 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 

会長挨拶   柿木 満雄 会長 

表   彰  ロータリー財団 PHF+5 釣部会員 

幹事報告  上屋敷 貴紀 幹事 

委員会報告 

① 例会出席報告 

② ニコニコ箱 ﾛｰﾀﾘｰ財団 本日の寄付報告 

13：00  委員会の日 ① 

＜テーマ＞ 「インターン会員制度について」 

＜グループ分け＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13：30 閉会点鐘 

本日の例会  

令和３年１０月 ４日（月）第 2051 回例会 

＜19：00 開会点鐘 丸岡城のまちコミセン＞ 

祝事  米山奨学金授与（１０月分） 

米山奨学生卓話 

 チャン ザ ウェイ君 

令和３年１０月１１日（月）第 2052 回例会 

＜12：30 開会点鐘 小松屋 お食事あり＞ 

感染状況によって、変更あり 

企業ＰＲ例会 ③ 

ＰＲ者：小見山会員 下田会員 杉本会員 

令和３年１０月１８日（月）第 2053 回例会 

＜19：00 開会点鐘 丸岡城のまちコミセン＞ 

企業ＰＲ例会 ④ 

ＰＲ者：金会員 瀬野会員 竹内会員 

令和３年１０月２５日（月）第 2054 回例会 

＜12：30 開会点鐘 小松屋 お食事あり＞ 

感染状況によって、変更あり 

委員会の日 ② 

今後の予定  

幹事報告  

≪ガバナー事務所より≫ 

①IM開催時における「新会員セミナー」中止 

②佐賀県・長崎県 ８月豪雨災害復興支援 実施 

≪その他≫ 

①「令和 3年度 ひきこもり支援センター」案内 

  福井県社会福祉協議会より 

令和３年９月２７日発行 

～創造を もっと素直に。もっと楽しむ。～ 

ＭＡＲＵＯＫＡ ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ 

丸岡ロータリークラブ会報 

 

県下ロータリークラブ全て、ビジター受付はありません。 

ビジター受付のみ実施日    詳しくは https://rid2650-pub.com/ 

 

Ａ Ｂ Ｃ

司会進行 前川正智 三寺 竹澤

記録係 海道 岩田 上屋敷

小見山 林田千之 南利明

下田 山岸 釣部

柿木 山下 林田恒正

八百山 杉本 水﨑
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皆さん、こんにちは。本日は、初めてのお食事伴ったお昼の移動例会です。出席者は１

８名です。７月３０日にガバナー公式訪問で三国ＲＣホストにて三国観光ホテルで開催

されてから約１か月半ぶりです。福井県緊急事態宣言が解除になりましたらば、例会開

催しようと決めていましたので、本日開催になりました。 

また、三国ＲＣと合同でのロータリー奉仕デーは、緊急事態宣言が発出中でしたので、

延期となりました。また開催される際には、皆さんの御協力よろしくお願い致します。 

本日は、企業ＰＲ例会です。お願いしている岩田会員、海道会員、川上会員どうぞよろ

しくお願いします。 

柿木 満雄 会長挨拶                         ９月１３日（月） 

ＱＵＥＥＮＳ ｇＲＯＷ  代表 岩田 美雪 会員 

店舗は丸岡町東陽、バロー隣のテナントの一角です。現在スタッフは女性スタッフ 13

名男性スタッフ 3名の計 16 名。平均年齢は私を含め、27 歳です。店舗のホームページ

の私のご挨拶  ～くつろげるラウンジ体験を～と掲げており、当店は単なる飲食をご

提供する場ではなく、一つの丸岡町のコミュニティの場だと考えています。 

★お店のこだわりについて 

①センスの良いスタッフ 

私は一緒に働いてくれているスタッフには、「センス」を一番大事にしています。セン

スには、ファッション、メイク、ボキャブラリー、知的、その他まだまだたくさんある 

と思います。「センスの良い人」というのは指導したり伝えたりして、備わるものではないと考えます。一つでも

いいセンスを持っている何か光る部分があるスタッフを私は採用しています。 

②お店のスタッフ全員が持っているものは、「愛嬌」 

私は、どんな美人よりも、笑顔が多い女性の方が、何よりも変えられない魅力だと思ってい

ます。プラスして、お店のスタッフは全員美人が可愛い女性です。ちなみにホールスタッフ

にも「笑顔がいいね」などお客様にお褒めの言葉を頂いています。お客様それぞれのご来店

目的に合わせた接客を心がけています。 

③スタッフに伝えていること 

・見られてるという意識を持つように 

・お席に座らせて頂いた瞬間に全てのスタッフが、クイーンズグロウというブランドを背

負っていることを常に心に思いながらの接客をすること 

④コスパのよいワインのご提供 

色々な種類のアルコール類を提供していますが、その中でも、ラウンジでは珍しく特にワイン（ボルドーとブルゴ

ーニュ）を豊富に仕入れています。種類のように言われているボルドーとブルゴーニュは、フランスの地方の事で

す。ボルドー地方→格付け一級の五大シャトー ムートン・マルゴー・ラフィット・ラトゥールオーブリオン 

ブルゴーニュ地方→ロマネコンティが最も認知度の高いワイン 

高級なワインとコスパが良くて美味しいワインを当てる GACKT さんの出演している格付けチェック番組中にでて

くるような高級ワインと飲み比べても遜色ないおいしさのコスパのよいワインを仕入れています。ただワインは、

無数にあるので良いワインを探し求めるのはとても困難です。私は、兄が経営しているワインを提供しているお店

（ラタフィア）や、福井駅前にある「グリル葵」で、美味しいワインを飲み、「これはいい！」というものを仕入

れています。お店ではワイン・シャンパン・シャンパン以外のスパークリングワインで約 50本置いてます。ちな

みにワインは、注いで 3杯目が特に美味しいと言われています。必ずお客様３杯目をご提供しています。 

⑤入手困難なジャパニーズウイスキーのご提供 

山崎、白洲、竹鶴、響など、現在、入手困難と言われている ジャパニーズウイスキーも置いています。特に山崎

18年はおそらく丸岡の飲食店でご提供しているのは、クイーンズグロウだけだと自負しています。 

★現在、コロナ禍で飲食店が大ダメージを受けていますが、私たちに出来る事は落ち込んだ暗い世の中に少しでも

楽しさをご提案することと思っています。コロナ対策は、クリーンリースさんの次亜塩素酸の機器を導入してます

ので、ご安心してご来店ください。実際にお越しいただくのが一番の企業 PR になると思いますのでコロナが落ち

着きましたらまた是非是非みなさんも遊びにいらしていただけるととても嬉しく思います 

 

企業ＰＲ例会 ②                ９月１３日（月） 

トイレなどに目につく場所に貼っていただい

て「クイーンズグロウだ(^^)/」と思い出してい

ただきたいです。 



  (有)海道電機  代表取締役 海道 佳秀 会員 

いわゆる街の電気屋さんを営んでいます。電気工事店（建物を建てる時の電気配線）

ではなく、電気機器を販売する電気屋さんです。来年、創立５０周年を迎えます。父親

が平和商会で電気製品の修理を担当していたのち、独立し海道電機を起業しました。 

持参しましたチラシをご覧いただき、電気製品についてお話したいと思います。 

炊飯器が一番上に載っていますが、10 万円するものもあります。実際の売れ筋商品は 5

万円から 8 万円です。炊き立てのご飯の味は、価格によって差はないのですが、高価格

帯の炊飯器は、お弁当に入るような冷めたご飯の味が断然美味しいです。 

また、原材料の高騰により、冷蔵庫や洗濯機の価格が高くなっています。冷蔵庫は、30 

万円超えています。洗濯機は、縦型でも 10 万円します。メーカーは、部品も計画数量を算出して発注しているの 

で、供給量を超えてまで製造することはありません。また、日立の半導体工

場の延焼の影響が細部にでています。特にパナソニックは、便座や、エコキ

ュートなど商品供給に影響しています。 

我が社は、東芝ストアーとして、スタートしていますが、今はヤマダ電気

のフランチャイズになっており、全メーカーを取り扱っています。１つのメ

ーカーの専売店のままだと、価格や、商品の在庫の状況で他店と対抗できな

いからです。ただ、我が社のポリシーは、国産ブランドの高品質な品を取り

扱うことです。 

国内家電業界の課題 

以前は、各メーカーが様々な機種を開発し競い合っていましたが、今は売れない部門は、開発を止めていくよう

になりました。例えば、ロボットクリーナーは、アメリカのルンバが有名で、国産メーカーも以前は発売していま

したが、現在は、パナソニックだけです。テレビについても、国産メーカーは、パナソニックだけです。シャープ

は、台湾企業の鴻海、東芝は、ハイセンスの傘下となっています。このように日本の家電メーカーの存続の危機を

感じています。 中国メーカーの家電が安いのは、修理をしないからです。修理するための部品を持っていないし、

サービスマンがいません。安いから壊れたら買えばいいという発想です。日本のメーカーもそういう海外メーカー

の影響を受けて、修理が出来なかったり、部品の倉庫を節約したりする為に、7年しか持たなくなってきています。

ですので、本体を購入後 7 年しか部品の保証がありません。一般ユーザーは、10 年と思っている人が多いです。

メーカーの思惑と一般ユーザーの差があるので、その認識の差を埋めていくことを、我が社では取り組んでいま

す。修理ができるものは行っていき、また質のよい商品を販売していこうと日々努力しています。 

（株）アットワーク 代表取締役 川上 純幸 会員 

本日は、我が社で３つの事業に取り組んでいるうちのひと

つ、警備業についてお話します。公安委員会からの許可がない

とできない業種です。1年に 1回この公安委員会へ様々な書類

を提出し、また立ち入り検査を受けます。認定証も 5年に一度

切り替えがあります。もしその間にトラブルを起こすと、営業 

停止になってしまいます。そのように厳格な業種です。また、その事

業所に 1名警備員指導教育責任者を置く必要があります。私は去年、

猛勉強の末、資格を取得しました。我が社には、この資格者が、現在

６名います。今後も増やしていきたいと思います。 

①警備業の種類について 

・1号業務 施設警備   ショッピングモールで巡回する警備員など 

・2号業務 雑踏交通警備 駐車場の出入り口で交通整備をする警備員など 

・3号業務 運搬警備   貴重品の輸送と核燃料物質等危険物の輸送など 

・4 号業務 身辺警備   いわゆるボディガードのこと身体や生命だけでなく財産の安全を守ることが業務 

我が社は、現在 1号業務、2号業務、3号業務の資格を保有しています。それぞれに指導教育責任者の資格保持者

が必要となります。私は 2号業務の資格を取得しました。届けをすれば、1号と、3号業務も可能です。現在は、

2号業務メインです。 

②株式会社ＳＳＫについて（本社：福井市花堂 営業所：滋賀 武生 敦賀（事務所） 

滋賀綜合警備会社を２０１３年５月にＭ＆Ａにより取得し、設立しました。3年ほど前から北陸新幹線の工事関係

がメインです。最近は電気業者や通信業者の工事関係の業務も受注しています。警備業の数が少なく、新幹線の工

事の際は、発注をいただいても人手が足りず断っていた時期がありました。今後は、新幹線工事も終わってきます

ので、皆さん、建設業関係のお知り合いがいらっしゃいましたら、ご紹介いただけますよう宜しくお願い致します。 



 

丸岡ロータリークラブ 
会員数：３１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  

    （月）14時から 18時（火～金）13時～17時  

TEL 0776-67-0410 FAX 0776-67－4811 E-mail webmaster@maruoka-rotary.com 
公共イメージ委員会 理事－東角 操 会報委員会 委員長－川上純幸 副委員長－東角 操 

委 員－竹吉 睦 前川正智 

【審議事項】       

 ①１０月プログラムについて 

  企業ＰＲ例会の担当者は「あいうえお順」です。

ご欠席の予定の場合、ご自身で交代をしていただ

きますようにお手配お願いいたします。 

また、その旨を事務局にもご一報ください。 

 ②入会者について 

 

第４回理事会報告                         ９月１３日（月） 

日  時 内  容 

10/4（月） 19：00 
祝事  米山奨学金授与（10 月分） 

米山奨学生卓話 チャン ザ ウェイ君 

10/11（月） 12：30 企業ＰＲ例会③ 小見山 下田 杉本 

10/18（月） 19：00 企業ＰＲ例会④ 金 瀬野 竹内 

10/25（月） 12：30 委員会の日② 

 

８月度９月度祝事 

結 婚 記 念 日 

9/2  八百山会員 
9/7  杉本会員 
9/27 海道会員 

会 員 夫 人 誕 生 日 

8/18  金会員夫人     節子様 
8/21 林田千之会員夫人 美代子様 
 
9/5  杉本会員夫人  尚美様 

会 員 誕 生 日 

8/3  水﨑会員 81 
8/24  下田会員 72 
8/26  山下会員 64 
8/26  三寺会員 54 

委員会報告                    ９月１３日（月） 

水﨑   会員の皆さんお元気でしたか。 
川上   昨日ゴルフ同好会ご参加の皆様お疲れ様でした。久しぶり

に優勝できました。２位山下会員３位道木会員おめでとう

ございました。 
岩田   本日もたくさんのご寄付ありがとうございました。 
八百山  本日の会員企業のＰＲを楽しみにしていました。宜しくお

願いします。 
前川正智 本日もよろしくお願いします。 
海道   よろしくお願いします。 
南勝文  本日も皆様御苦労様です。 
 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １４名 
南利明 林田千之 下田 奥村 林田恒正 山下 東角 
水﨑  柿木   川上 岩田 八百山  海道 南勝文 
◆米山奨学会◆     寄付者  １３名 
南利明 林田千之 下田 奥村 林田恒正 山下 東角 
柿木  川上   岩田 八百山  海道 南勝文 

◆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 13 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 21,000 円 162,000 円 544,500 円 

ロータリー財団 21,000 円 111,100 円 

米山記念奨学会 20,000 円 106,000 円 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １６名 

柿木会長  皆様お久しぶりです。４５日ぶりの例会開催

です。よろしくお願いします。岩田会員海道会

員川上会員企業ＰＲよろしくお願いします。 
上屋敷幹事 皆様お久しぶりです。岩田会員海道会員川上

会員企業ＰＲよろしくお願いします。 
南利明   例会久しぶりです。 
林田千之  山の神の誕生日を自祝して。 

裃を忘れた日本人。 
下田    ８月に７２歳になりました。しばらくぶりで

す。 
奥村    皆さんお久しぶりです。お元気そうで何より

です。 
林田恒正  久しぶりの昼食例会楽しみです！ 
山下    久々の例会で皆様の元気な顔が見れてうれし

い限りです。 
東角    皆様久しぶりです。 

◆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 

9/13 ３１ １８ １３ ０ １ 60.00% 

 


