
 
   

令和３年１０月２５日（月）第 2054 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 

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 ② 

＜テーマ＞ 「会員増強について」 

＜グループ分け＞ 

 

 

 

 

 

13：30 閉会点鐘 

本日の例会  

令和３年１１月 １日（月）第 2055 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（１１月分） 

新入会員卓話   戸﨑 直哉 会員 

令和３年１１月 ８日（月）第 2056 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 ⑤ 

ＰＲ者：竹澤会員 竹吉会員 釣部会員 

令和３年１１月１５日（月）第 2057 回例会 

＜19：00 開会点鐘 丸岡城のまちコミセン＞ 

企業ＰＲ例会 ⑥ 

ＰＲ者：道木会員 西出会員 林田千之会員 

令和３年１１月２２日（月）第 2058 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 ③ 

今後の予定  

幹事報告  

≪ガバナー事務所より≫   

①【YouTube 視聴案内】RI会長による会長主催会議 

  https://youtu.be/BCI3UJAmBpE 

②希望の風奨学金レポート＜ 風の便り＞ 

令和３年１０月２５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/ 

 

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致します。 
また、その旨を事務局にもご一報ください。 

Ａ Ｂ Ｃ

司会進行 山下 東角 川上

記録係 岩田 上屋敷 八百山

南利明 山岸 柿木

小見山 林田千之 林田恒正

水﨑 下田 竹澤
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柿木会長が所用の為、遅れるということですので、代理

で点鐘とご挨拶をさせていただきます。 

最近めっきり朝晩寒くなってまいりました。皆様、体調

管理に十分注意されて日々を過ごしていただきたいと思

います。 

本日は、例会企業ＰＲ例会第 4回目ですが、過去 2回で

は、各メンバーの仕事の内容を再確認でき、また、新しい

情報も知る事が出来て、この企業ＰＲは個人的には良い試

みだと思っております。今日の担当の金会員瀬野会員竹内

会員の企業ＰＲを楽しみにしておりますのでどうぞよろ

しくお願い致します。 

杉本政昭 直前会長挨拶                      １０月１８日（月） 

医療法人 キムクリニック  理事長  金 定基 会員 

町の開業医で、言い換えると一介の町医者です。丸岡町一本田で「キムクリニック」

を開業して早いもので、26 年経ちました。現在は、私と内科医の長女（総合内科と腎臓

内科と膠原病内科の専門医資格を取ってます）の医師２人体制で、看護師が 5 人、事務

職員が 4人の計 11 人で診療を続けています。 

＜質のよいパイプができたことについて＞ 

開業前の 5 年間は、伊東外科医院（丸岡町）で雇われ院長をしていまして、さらにそ

の前の 5 年間は福井県済生会病院で外科医長として 5 年間勤務していました。この周り

で医者として、36 年います。丸岡で生まれて育ち、丸岡高校を卒業し、大学は金沢でし 

たが、ずっと地元におります。ロータリー活動と同様に医師会活動も地道にやっており、その間にかなりのパイプが出

来上がっています。例えば医師会や、医師仲間はもちろん、県立病院の院長、部長クラス・済生会病院の院長・循環器

病院長は、皆仕事仲間です。そういう意味で「質の良いパイプ」が多く出来上がっています。また、行政である市役所

の主要な部門、保健所、広域連合会、地域包括支援センター等々と自分と相手の顔が互いに見えているという関係が完

成しています。患者からの例えばクレームや困ってることが、電話一本で、大体話の本質に入っていけるような関係が

出来上がっています。こういったことから、私自身、現在非常に仕事がしやすいです。 

＜その後の人生について＞ 

この環境の中であと何年間仕事ができるんだろうか、通院してくださっている患者になるべく迷惑がかからない形で

次の世代にソフトランディングさせるにはどうしたらいいだろうか、ということを考えなければいけない年齢に達して

しまいました。人生ってこういうものかなあと考えている日々です。 

＜自身で開業医に向いていることについて＞ 

①大学で学んだ教室が第一外科 

当時、第一外科では、心臓外科医の岩喬教授（札幌医科大で日本で最初に心臓移植をやった和田寿郎教授の当時助教

授をされていた）助教授は、甲状腺と乳腺と一般外科、講師の一人は、肺、もう一人は、消化器全般の外科、准講師は、

血管外科でした。当時卒業後に医者を育てるカリキュラムは全くなく、先輩の見よう見まねで覚えるしかなかったので

すが、第二外科（教授は、肝臓 胆道 膵臓外科 助教授が消化器一般外科とこれしかなかった）と違い、第一外科に

所属していたお陰で、心臓、肺から乳腺、甲状腺、一般外科、消化器外科と血管と全身のトレーニングがそこでできた

ので、非常に恵まれていました。 

②机上の勉強が嫌いで、大学に残るタイプではなかった 

教授から全くあてにされなかったようで、大学病院では 1 年間その教室内でローテーションして、その次の 1 年間は

半年ずつ違う北陸三県の病院へ出るのですが、大学から見て使える優秀な人間は、大学の近くの病院へいきますが、私

は、その反対でしたので非常に遠いところへも行かされました。能登のような情緒豊かな病院へ勤務していた時は、楽

しかったです。午前中診察を終えると近くの海へ海水浴に行ってました。看護師が「先生、患者きましたよ～」と呼び

にくるような、のどかなところで非常に良い経験を多くしました。地元の人たちと細やかなコンタクトを取れる環境の

中でトレーニングができたので、自分は今から思えば開業医に向いていたのかなと思います。 

企業ＰＲ例会 ④                １０月１８日（月） 

本日は遅れまして申

し訳ございません。 



   ③勤務医のころの経験 

ほとんどは、消化器一般外科が多いです。済生会病院では、住居を病院のすぐ近くにしていたので、夜の緊急の呼び

出しはいつも私のところにきました。例えば、整形外科の緊急手術で麻酔をかける、また、婦人科緊急手術では、前立

ちの医師をするなど、夜間緊急呼び出しに応えていたために、今はなき藤沢院長に「金が一番高給取りだ」といわれる

くらいに、様々なところで経験ができたので、幅が広がり、今に役に立っています。このことを娘にも伝えています。 

有限会社 せのやネーム  代表取締役  瀬野 友伸 会員 

弊社はアパレル向けの副資材品の製造販売をしている。副資材であるため、一般のエン

ドユーザー向けの製品を扱っていない、よってみなさんのご商売や生活に役立つ話はでき

ないが、業界内でもあまり内情が知られていないので、この機会に自己紹介的に話す。 

丸岡町でネームというと誰しも織ネームを想像すると思うが、４０年ぐらい前から織ネ

ームは一切生産していない。亡くなった先代である父が客先のニーズに応えようとは少し

ずつ業務形態を変えてきた為で、その考えを受け継ぎ、自分も常にアンテナを張り、社会

の動向に注視している。 

パソコンでデザインし、それをプリントアウトするように出力する、コンピューター印 

字という簡易な方式で洗濯ネーム（洋服の裏側に付いているアイロンのマーク等が記されている物）と下札（洋服に吊

り下げられているバーコードや価格等が記されている物）の生産を主な業務としています。ユニクロを筆頭にアパレル

の製造拠点が 15 年 20年ぐらい前から海外シフトするのを受け、国内で大量生産は望めない、多品種小ロットに特化し

ようとしたからだ。 

約 10年前、青年会議所の例会で、全国各地の会社や商店の話を聞いている福井県立大学の教授の講義があった。「あ

なたの会社の強みは何ですか」「あなたの商店は、別の商店と比べて何が勝っていますか」という質問に対し、答えられ

ない商店や会社が多く、例えば、魚屋が隣町の魚屋と比べて、安いとか、新鮮だとか、種類が多いとか、もしくは元気

よく接客しているとか、何でも良いのに答えられないそうだ。そこで、我が社の強みを「お客さんの要望に対する対応

力」、特に納期に関しては可能ならば無理をしてでもやると決めて、現在に至っています。例えば、毎日のように昼の 2

時や 3時に洗濯ネーム 1万枚と注文がきて、4時までに仕上げる、夕方の 5時過ぎに 次の日の納期で 5万枚と注文がき

て、夜なべして作成することを続けている。 

ニーズに応えて業務形態を変更する経営方針に沿うように、3、4年前から新しく RFID

ラベル、RFID シールの生産を始めた。RFID ラベルとは、一見、普通の下札の中に金属の

チップが入っている物。これに印字しながら電磁波を当てて情報を書き込み、エンコード

を行っている。一番身近で体験できるのはユニクロの無人レジだが、この方式は物流や在 

庫管理に大きなメリットがある。大きな倉庫で多くの在庫を抱えていてもハンディタイプのリーダーで読み取るだけで

在庫が把握できたり、段ボールから取り出さずに中味を確認できたりする。 

このように、他社に負けない納期対応と新規事

業の RFID のお陰で、コロナ禍でアパレル業界が

大変な時においても昨年の 5月 6月以外は変わら

ず売上をキープしている。 

また、春先から本丸岡バスターミナルのセンタ 

ー長を努めており、色々なイベントを実施している。会社の会議などでぜひバスターミナルセンターを使っていただけ

たら幸い。 

株式会社 竹野組  代表取締役  竹内 伸一 会員 

私が従事する建設業における労働環境は非常に過酷で、建設業の３Ｋ「きつい」「きた

ない」「危険」と昔から言われてきました。そこで平成 27年に国土交通省が主導でこれか

ら目指すべく新しい３Ｋ「給料が高い」「休暇が取れる」「希望がもてる」、このような新

３Ｋになれるようがんばっています。しかし、現状は、深刻な人手不足です。震災の復興

事業やオリンピック関連事業、県内では新幹線や駅前の再開発事業など、建設需要が増え

ても、それを担う労働者が不足しているのが現状です。建設業界においては若者の参入が

少なく、労働者が高齢化している問題もあるため、このままいけば次世代の建設業界を担

う若い労働者が確保できないまま、10年後には労働者の多くが引退することになってし 

まい、人材不足が更に加速する事になるといわれています。そこで弊社は、人材の増員を最重要に考え今年の初めに同

じような規模の地元建設会社と合併をしました。 



 

丸岡ロータリークラブ 

会員数：３２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 

委員会報告                   １０月１８日（月） 

三寺   企業ＰＲご苦労様です。 
松井   昨日のゴルフ会ご苦労様でした。４人１組と参加者が少なく、

天気も悪く寒かったです。次回は多くの会員の方とゴルフを

したいです。 
瀬野   退屈なＰＲになるとい思いますが、よろしくお願いします。 
竹澤   企業ＰＲの皆さんよろしくお願いします。 
岩田   本日もたくさんのご寄付ありがとうございます。 
八百山  昨日の寒さは、骨身にこたえますね。これは私だけだったの

でしょうか。本日の企業ＰＲ楽しみです。 
前川正智 本日もよろしくお願い致します。 
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 
釣部  下田 奥村 林田恒正 東角 水﨑 杉本 松井 
上屋敷 瀬野 竹澤 岩田   八百山   南勝文 
◆米山奨学会◆     寄付者  １４名 
釣部  下田 奥村 林田恒正 東角 水﨑 杉本 松井 
上屋敷 瀬野 竹澤 岩田   八百山   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 

 10 月 18 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 21,000 円 264,000 円 646,500 円 

ロータリー財団 16,000 円 188,100 円 

米山記念奨学会 16,000 円 182,000 円 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １８名 

柿木会長  本日お通夜の為、少し遅れます。申し訳あり

ません。本日もよろしくお願いいたします。 
上屋敷幹事 皆様本日もよろしくお願い致します。 
釣部    企業ＰＲご苦労様です。 
下田    金先生、瀬野さん、竹内さん、企業ＰＲご苦

労様です。 
奥村    前回は「10 月なのに暑いです」と言っていた

のに、今日は、「10 月なのに寒いです」と言

い直します。 
林田恒正  企業ＰＲ会員の皆様ご苦労様です。 
山下    見やすく明るい会報いつもありがとうござ

います。 
東角    企業ＰＲされる会員様、お疲れ様です。 
水﨑    毎週の会員のＰＲタイム楽しみにしていま

す。自分の番になったら何を話そうか？！ 
杉本    企業ＰＲ発表者の皆様、本日楽しみにしてい

ます。 
 

◆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 

10/18 ３２ ２５ ４ ０ ３ 86.21% 

 

建設業界が抱えるもう 1 つの課題は、利益率の低さです。利益率が低下した原因は、建設資材や人件費の高騰です。

最近では、ありとあらゆる物の価格が上昇し見積もりするにも慎重になります。また、お客様との契約時の値段が、下

請け業者さん発注時の値段の差異が生じれば、結果的に会社の利益は薄利の状態で時には赤字になってしまうというケ

ースもあります。ウッドショックという言葉をよく聞くと思いますが、木材の価格がものすごい勢いで上っています。

今から年末にかけてさらに値上がりすると予想されます。材料不足時に高い金額にて買い付けした材料が入ってきてい

る時期ですので、年末が値段は一番ピークになるのではとの事です。同じようにメタルショックとよばれる鉄製品の価

格の高騰も建築業界では大きな問題となっており、本年 8 月頃から金属建材を製造しているメーカーが一斉に値上げに

踏み切りました。 

竹野組は大正の創業以来、まちの変化を見続けてきました。戦災や大震災、風水害など、郷土の様々な困難を建築土

木の面からサポートし、福井の成長と発展に関わり続けてこられたことに大きな誇りと責任感を感じています。 

当社が創業から 100 年に渡り、大切にしてきた安全理念は「人を大切に思う気持ち」と「仕事に対する真心」を中心

に据えたものです。これからも、創業当時の精神と情熱を受け継ぎながら、安全を最優先に努力を続けていきたいと考

えております。 

下記の写真は近年の弊社施工実績です。 


