
   

令和４年１１月７日（月）第 2086 回例会 

19：00 開会点鐘   

君が代・ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「四つのテスト」 斉唱 

会長挨拶   松井 寛 会長 

祝  事  １１月 会員誕生日 

結婚記念日  夫人誕生日 

米山奨学金授与 １１月分 チャン・ザ・ウエイ君 

幹事報告  竹澤 俊彦 幹事 

委員会報告 

  ① ロータリー情報委員会 

「これだけは知っておきたいﾛｰﾀﾘｰの基礎」    

本日の担当者：水﨑会員 

  ② 出席報告 

③ ニコニコ箱 ﾛｰﾀﾘｰ財団 本日の寄付報告 

19：30  会員卓話 

「ポリオプラスについて」 

     金 定基 会員(キムクリニック理事長) 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

令和４年１１月２１日（月）第 2088 回例会 

委 員 会 「４５周年記念式典について」 

       ４５周年実行委員会 部門委員会 

令和４年１１月２８日（月）第 2089 回例会 

外部卓話 「子どもシェルター・ 

自立援助ホームについて」 

弁護士 端
はた
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しょう

一 郎
いちろう

 氏 

 

今後の予定  

幹事報告  

≪ガバナー事務所より連絡≫ 

①2022 年 11 月「ロータリー財団月間」のリソース 

②ポリオ根絶活動 企画特別番組 映像 

≪他クラブより連絡≫ 

①10/29 ＩＭ第６組及び会長幹事会 お礼状  

ホスト：若狭ＲＣより 

②11/5 姉妹クラブ締結式典 お礼状 

ホスト：島原南ＲＣより 

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/ 
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次回の例会  

令和４年１１月１４日（月）第 2087 回例会 
スポーツ例会 「アンチエイジングゲームに挑戦」 

        ～丸岡高校新体操部とともに～ 

      丸岡高校 川端先生・新体操部の皆さん 

   場所：丸岡高校体育館 

      ＜動きやすい服装でご出席ください＞ 



  

皆様こんばんは。１０月１５日のスキージャム勝山までの家族会参加した会員の皆様

ご苦労様でした。参加人数は少なかったのですが天候にも恵まれ、子供たちの楽しむ声

が聞けてとても有意義でした。 
１０月１３日木曜日の福井新聞３ページ目の記事ですが、「ポリオ根絶を訴え福井へ」

これに竹澤幹事、林田千之会員と一緒に参加してきました。前日にフェニックスロータ

リーの松原さんから連絡があり急遽参加することになりました。なぜ丸岡ロータリーに

参加要請があったかというと、自転車で北海道から九州まで走るとのことで丸岡ロータ

リーが福井での入り口となるロータリーなので参加要請がありました。 
自転車で日本横断をされていたのは、東京三鷹ロータリークラブ所属２７５０地区２

０２２～２３年度ガバナーエレクト宮崎陽市郎さんです。日本縦断はこれで２度目だそ

うです。各地で報道関係の取材などを受けながらポリオの根絶を訴え、目標額２７５０

万円で所属地区にちなんだそうです。一日に１００キロメートルから１５０㎞を走って 
いるとは思えないほどでした。ちなみに年齢は６２歳で、１０月１日に北海道宗谷岬を出発し２４日に鹿児島県佐多岬

到着する予定だそうです。福井駅の東口で福井市内の４クラブと当クラブでお出迎えし、少しの時間ですが本人とお話

しする時間もあり最後まで頑張って走って頂くよう励ましてまいりました。１１月には会員の金先生にポリオについ

てお話をしていただくことになっていますのでポリオへの理解を少しでも深めることができればと思っています。 

松井 寛 会長挨拶                         １０月２４日（月） 

外部卓話                   １０月２４日（月） 

「ＤＸってなんやろの？」～手軽に・気軽に・やってみよさ～ 

株式会社天晴データネット 代表取締役 社長 西川孝盛 様 

＜プロフィール＞ 

1971年 女形谷の大工重夫と看護婦ひろみの長男として生まれる 

1988年 金津高校情報処理科に通い日本最年少で資格を取得 

1996年 福井市の IT 企業、株式会社天晴データネット創業、現社長 

2020年 東京都の IT コンサル集団、合同会社ワンリードに参加 

得意先： ネット専業銀行、生命保険、共済、宿泊業 

＜データやらデジタルは使うてない＞ 

 例えばアレもＤＸ 

いずれも、新しい道具を使って、生産性を上げること。 

道具が違うだけで、本質に大した違いはない。 

＜英語は苦手なんやって＞確かに言葉がよくないＤＸ 

ＤＸ ＝ Digital Transformation デラックスではない。 

Ｘは「Trans」の英語圏での略称、ラテン語の「変わる」に由来。これは語順が悪い。昨今、何らかの施策実⾏の為にデ

ジタルは切り離せないため、「Digital」が付いているだけ。Analogでも構わない。 

ＸＤ ＝ Transformation (by Digital) この方が自然。あくまでも「X-formation」＝進化がメイン。 

＜カネかかってどもならん！＞やったらアカンＤＸ 

①現場への丸投げ 

（社長）ＩＴオンチなので、若いもんに任せるわ。（若手）何を改善したいか分からんで、とりあえず何か適当に。 

⇒ 「何を変革させたいか」はＩＴオンチでも出来ます。それが分かるのは、社長しかいませんよ！ 

②コンサルやＩＴベンダーへの丸投げ 

（若手）私だけでは力不足なので、プロのアドバイスもらいます。（社長）それはナイスアイデアやな。 

⇒コンサルやＩＴベンダーは、あなたの事業のことを知りません。彼らは同業他社の成功事例を無理やり引っ張って

くるだけです。 

③となりの会社がやってるのでマネしてみた ⇒もうお分かりですね？ 

 なぜか日本の経営者は自社事業のプロセスに合わせたアプリケーションやシステムを作ろうとする傾向にあります。

日本のある銀行では、5000 億円かけてシステムを開発しました。一方でインドの銀行システムのパッケージは 500 億

円で作成され、世界中で使われており、5000 億円も売り上げています。どちらが、早く時代についていけるかの一例

です。 
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  ＜コンピュータ？むずかしそう＞ＤＸの要素技術      ＤＸを支える代表的なソフトウエア技術 

・ＤＸの実現においては、 

何らかの形で活用する技術 

・これらの技術は連携して活用する

のが一般的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜周りでやっとらんから、まだええわ＞ 

中小企業のＤＸ事例 

 

 

 

＜何からやったらいいか分からん＞ 

ＤＸ推進 5つのポイント 

 

ＤＸ取り組みの状況 

■すぐに成果が出ている取りくみは最大でも３割

程度 

■難易度が高く、時間を要する取り組みが多い 

取り組み内容とは 

■ＤＸにおいて、特に重要なのは、経営課題、社会

課題をとらえること。 

■何を目指すのかの目的を明確にすること。 

農業：YouTube
で見える無人

販売所 

宿泊業：無人・非接触チェックイン 

最後に・・・私の会社もテレワークが多いです。オフィスワー

クの日も設けています。なぜ、オフィスワークの日を設けて

いるかと言いますと、やはり、人は集いたがるからです。と、 

Microsoft が言っていました。 Microsoft が世界中の 20万

人の従業員にアンケートをしたところ、テレワークだけでは

心が病むらしいです。テレワークもいいけれど、集まってワ

イワイやる事がないと人は学べない、成長できない、成長の

モチベーションが上がらないらしいです。やはり、この例会

のように、人が集うことは、大切だと思います。 



 

 

 

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－杉本政昭 会報委員会 委員長－杉本政昭 副委員長－前川 徹 

委 員－山岸 功 下田重道 

◆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 24 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 21,000 円 292,000 円 757,000 円 

ロータリー財団 27,000 円 227,000 円 

米山記念奨学会 25,000 円 248,000 円 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １７名 

松井会長 西川社長様 卓話よろしくお願いします。 
竹澤幹事 本日、４回目打ってまいりました。 
林田千之 ＡＩ・ＺＯＯＭで、人間でなくなる日々。 
下田   西川孝盛社長様 卓話ありがとうございます。 
林田恒正 西川社長様のお話にしています。 
山下   ロータリーの友の今月号にもＤＸの特集記事

が出ていました。今日は西川さんよろしくお願

いします。 
東角   西川君 今日はありがとうございます。 
水﨑   今日大野の刈込池へ行ってきました。紅葉がと

てもきれいでした。 
柿木   ㈱天晴データネット西川孝盛様 卓話よろし

くお願いします。 
杉本   今日もよろしく！ 
三寺   本日もよろしくお願いします。 
川上   西川様 本日卓話よろしくお願い致します。 
岩田   本日もよろしくお願い致します！ 
 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １５名 
南利明 下田 林田恒正 東角  水﨑 柿木 杉本 
松井 川上 竹澤 岩田 八百山 海道 竹吉 南勝文 
◆米山奨学会◆     寄付者  １３名 
南利明 下田 林田恒正 水﨑 柿木 松井 川上 
竹澤  岩田 八百山 海道 竹吉 南勝文 

委員会報告                    １０月２４日（月） 

◆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 

10/24 ３１ ２４ ５ ０ ２ 82.76% 

 

10/24 ロータリー情報委員会 
「知っておきたいロータリーの基礎」 
ｐ15ハラスメント 

解説担当：東角 操 会員 

八百山  「ＤＸってなんやろの？」西川先生の卓話を楽しみです。

宜しくお願い致します。 
前川正智 本日もよろしくお願い致します。 
海道   いつもありがとうございます。 
竹吉   天晴データネット西川社長様 本日の卓話どうぞよろし

くお願いいたします。 
南勝文  本日も皆様御苦労様です。 

１０/２３ 大野ロータリークラブ創立 60 周年記念式典 

松井会長 竹澤幹事 出席 
 
 
 
 
記念講演会 
株式会社モンベル  

代表取締役会長兼ＣＥＯ 
 辰野 功 氏 

 

１０/２９ 2650地区 ＩＭ第６組 

 
 
 
 
 
 
 松井会長 竹澤幹事 
 林田千之 小見山 下田 奥村 林田恒正 道木 
 八百山  竹吉  １０名参加  
 

 創立４５周年記念式典 杉本実行委員長より 

 本年度丸岡ロータリークラブは創立 45 周年となりました。この４５周年を節目として、より一層地

域社会への奉仕に邁進し、クラブ会員全員で来るべき５０周年に備えていきたいと思います。４５周年

記念事業によって丸岡ロータリークラブの活動を、地域の皆さまにより多く知っていただき、また会員

同士の更なる絆と友好が深まれば幸いです。 

①役割分担表 

②記念事業内容 

③予算書 
 
１１月の例会時より チャリティ箱を設置しますので、皆様のご協力をお願いします。 

 


