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会　長　田村　康夫

鯖江ロータリークラブ会長方針 

「感謝で繋ぐ」

開 会 点 鐘
四 つ の テ ス ト
ロ - タ リ - ソ ン グ
好意と友情の握手タイム
会 長 の 時 間
幹 事 報 告 等
閉 会 点 鐘

鯖江商工会議所　３階中ホール　　

夢を語り、現在を刷新
Review From the future and Renew

人類に奉仕する
ロータリー

老壮青　今、日々を大切に
その為に・・・

卓話

テーマ

卓話

テーマ

出席率72.7％

卓話

テーマ「エンタメによる地域の活性化」
  ～机上の議論から実践へ～
㈱ショーケース  代表取締役
武 田  将 一 朗 　様 祖 父 江  利 光    様

(株)シーエムエス　代表取締役社長

「地域密着型の生き残り」

鯖江警察署署内見学とお話し

鯖江警察署交通課長　
西 山  晋 太 郎   様

「管内の交通情勢等」

注意：例会セレモニー・食事(鯖江商工会議所3階）
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ゲスト・ビジター紹介と会長の時間　
田村　康夫　会長
　本日卓話者は、
㈱ショーケース代表
取締役 武田将一郎 
様。「エンタメによる

地域の活性化」～机上の議論から実践へ
～をテーマにお話しいただく。また、国際
ロータリー2650 地区ガバナー補佐木村
昌弘様にお越しいただいている。
　県議会の話だが、2月議会の開催中で、

福井県内ＲＣ例会日 無印：１２：３０－開始 Ｋ　：１８：３０－開始 Ｌ　：１９：００－開始

勝山ＲＣ(勝山市民活動センタ－) 大野ＲＣ(大野商工会議所会館) 武生府中ＲＣ(越前たけふ農協会館)
武生ＲＣ(武生商工会館) 鯖江北ＲＣ(神明苑) Ｌ 敦賀西ＲＣ(ニュ－サンピア敦賀)

月曜日 福井東ＲＣ(ＡＯＳＳＡ) 若狭ＲＣ(ｻﾝﾎﾃﾙやまね･7-12月ﾎﾃﾙせくみ屋) 敦賀ＲＣ(福井銀行敦賀支店) 金曜日 福井あじさいＲＣ(ﾎﾃﾙﾘﾊﾞ-ｼﾞｭｱｹﾎﾞﾉ)
火曜日 福井南ＲＣ(福井繊協ビル) 水曜日 福井北ＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱ-ｽﾞﾌｸｲ) 木曜日 福井ＲＣ(ユア－ズホテル福井) 福井西ＲＣ(ﾊﾞ-ﾄﾞｸﾞﾘ-ﾝﾎﾃﾙ･ﾚｼﾞ-ﾅ)

Ｋ 福井ﾌｪﾆｯｸｽＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱ-ｽﾞﾌｸｲ) Ｋ 丸岡ＲＣ(丸岡城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀ-) Ｌ 福井水仙ＲＣ(福井パレスホテル) 三国ＲＣ(三国観光ホテル)

幹 事 報 告　

平成 29年度予算を審議中だ。今、東京都
は小池知事となって、「都民ファースト」アメ
リカではトランプ大統領が「アメリカファー
スト」と言われている。予算を見ると、鯖江
市は460 億くらい、県は 5,000 億くらいあ
る。東京都は 7,000 兆くらいあって、都市に
よって格差がいろいろある中、議会の役割
はどうかと考える。知事がいろんな政策を
出してきて、事前説明無しで、ガチンコで減
額修正してきた。それが良いことかどうか
は別として、是々非々でやっていかねばと思
った。
　私どもは「鯖江ロータリーファスト」で、皆
様と一緒に楽しいクラブに作っていきたい
と思うので、よろしくお願いする。

帰山　明朗　幹事
　前回例会でもご案
内の通り、2月10日の
卓話は鯖江警察署に
おいて施設見学とお
話を聞かせていただ

く。例会セレモニー・食事は通常通り鯖江
商工会議所3階にて行い、食事後に各自、
自家用車、乗り合わせなどで鯖江警察署に
移動していただく。当日は移動のこともあり

卓話終了は13時45分となる。準備の都合
上、現在、出欠をとりまとめているので、お
返事まだの方は連絡を宜しくお願いする。
　2月17日（金）の例会は午後6時30分か
らと夜間に移動し、昨年に引き続いて「国際
交流座談会」を例会の中で行う。県内在住
の留学生など外国の方たちをお招きして、
その交流を通じ、各国の文化を学び、相互
理解を深めることなどを目的として、会員は
もとより、アクターなど市内の若者にも参加
を呼びかけて、国際奉仕・青少年奉仕合同
で、また財団100年の記念事業として実施
する。昨日、メール・ファックスにて、皆さま
にご案内いたしたので、ご確認いただき多
くの皆様のご出席をお願いする。
　3月までの卓話の予定を後方の掲示板に
てお知らせしている。よろしければご覧い
ただきたい。
　2月は家庭会合の月となる。１．２.３班
のチーフの方には大変お世話になるが宜
しくお願いする。なお、テーマについては後
日改めてお知らせする。
　次回2月3日の例
会後は定例理事会
を行う。役員・理事の
方はご予定をお願い
する。

鯖江警察署へ各自車で移動
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卓　　話
テーマ

卓話者紹介
孝久　治宏　プログラム委員長
　卓話開催については、会長・幹事・前プ
ログラム委員長はじめ会員の皆様にお世
話になっている。本日は帰山幹事のお世話
いただいた。本日の卓話者は、㈱ショーケ

ース代表取締役 武田将一郎 様、テーマは「エンタメによる地域
活性化」～机上の議論から実践へ～。会社は福井オフィスが大宮
2丁目、大阪オフィスが天王寺区にあり、市内深江町にお住まい
46歳。私は眼鏡の仕事を担当した時、ブランド発信やイベント開
催でお世話になった。覚えているのは、メガネっ子アイドル・キュ
ーティパイさん、福井の地元アイドル・せのおシスターズ、福山雅
治さんに似ている鯖江出身の・ミッチーさんに手伝っていただい
た事だ。　それでは、武田様よろしくお願いする。

　武田　将一郎　様
　大学を卒業後、地元のテレビ局（福井テ
レビ）に入社し番組制作やイベント運営な
どを手掛け12年間勤務したあと、中途入社
した福井県庁では地域ブランドを県外に発
信する業務を担当。その後独立し、これらの

経験を活かしたエンターテインメントの企画会社（株式会社ショ
ーケース）を設立。独立するための後押しをしてくれたのが、当時
作曲や効果音を作れる人、ビデオ作家など、高いスキルを持った
仲間が、一緒にやってくれるという事で、クオリティの高い自作自
演のものができると確信したからだ。番組制作やＣＭ制作の他、
イベント、コンサート運営などエンターテインメント関連の仕事を
主に、設立5年ほど経過したあたりに会社（自分）の持っているス
キルの範囲内でできる「自前のエンターテインメント」を創り、運
営してみようと思い立った。まだAKBブーム、ご当地アイドルなる
ものがこの世に存在しない時期の「自社アイドル」。2012年ショッ
ピングセンター「アミ」の広告アイドル「アミーガス」を手掛けるな
ど、女の子の教育や活動場所、必要経費などの問題がいろいろ浮
上する中、オーディションで採用した女の子に曲を作り、振り付け
のダンスを教えたり、インターネットカフェなどの番組に取り上げ
てもらったりの売り込みに奔走した。
　手さぐり状態で始めたアイドル運営業務の経験からわかったこ
とがある。
・アイドルは「完成された商品」ではなく「将来性のある人材」。
・かわいくなくても、歌が下手でも「アイドル」になれる。
・アイドルは表現者としての通過点であって到着点ではない。

　アイドルプロダクションは彼女たちの様々な表現力を高め、新た
な可能性を見出し、活躍の場を創り出すためにある。素人レベル、
自己満足でも「自称アイドル」にはすぐになれる。このような中で自
分自身が他の人から認められる「表現者：アイドル」になりたいと思
う女の子をプロダクションとしてできる限りサポートしていくべきも
のだと思う。
　このことから、巷にはびこる「人気のある女の子やかわいい女の
子をアイドル業界に勧誘し、一山当てよう」という考えは真逆にな
る。プロダクションが地元の素人の女の子を「アイドル」として育成
し、知名度を高め、地元の方々から「彼女たちなら是非出演してほ
しい」と認められ、求められる表現者としてい
くことが地域の活性化につながるものと考え
る。
　福井の人は、地元に対して価値観がない
と思っている人が多いように見える。情熱が
あっても、「福井で活動している団体は、大し
たことないんやざ」と、評価が低いのが現状。そこで、「せのしすた
ぁ」は、東京のタワーレコードと契約し、鯖中の双子姉妹「くにくに
マイガールフレンズ」は、台湾まんが博に出演、女優吉田美優は
「下町ロケット」、JAコマーシャル「朝ごはんキャンペーン」に出演
など、都会から地方に逆輸入の形で知名度を上げている。エンタ
ーテインメント分野で「地域の活性化」を図ることは重要だ。どん
なに素晴らしいライブハウスやコンサートホールがあっても人を
呼べる出演者（エンターティナー）がいなければ無意味だ。
　「自己満足の素人」を人々から認められる「地域の活性化につな
がる」プロフェッショナルなエンターテイナーに育てるためには、育
てる側が素人感覚では不可能。これまで至る所で「地域の活性化」
の議論が繰り返されてきた。また、その手法、手段についても同様
だが、しかしながら、自分の培ってきたスキルが活かせる分野でな
いと「アイデアプランコンテスト」状態に陥り、まとまらず前に進ま
ない。私は「エンターテインメント分野」で仕事をしており、それが
結果的に「地域の活性化」に結びつくようになってきたと思う。地域
の活性化のために「自分のどういったスキルが活かせるか、背伸
びせず、自己満足でない方法」を今後も進めていきたいと思う。
（おまけ）
　次女の武田舞彩はエイベックスグループのGEM（ジェム）という
アイドルユニットに所属。鯖江めがね大使、福井ブランド大使、ジュ
ラチックＰＲ大使を拝命し、現在は事務所の命によりロサンゼル
スに留学。エンターテインメントの本場でダンス＆ボーカルを習
練中。ここでも鯖江や福井の魅力をいただいたパンフレットでしっ
かりＰＲしている。約2年後に帰国するので、皆様応援よろしくお
願いする。

プログラム

委 員 会  報 告　
深見泰和親睦委員長
代読　帰山幹事
　1月22日（日）午
後1時から越前陶芸

村において、今年度設立したクラブ陶芸
同好会の第１回目を開催！会員、お子様、
奥様など15名参加しての手ひねり体験。
粘土で器や置物などを作った。それぞれ
が粘土と楽しく戯れ、またお喋りにも花を
咲かせながら、約1時間後、見事素晴らし
い力作がみな完成した。焼き上がりは40
日後、出来上がり作品を手にするのが楽

武 田  将 一 朗　様
㈱ショーケース　代表取締役

「エンタメによる地域活性化」～机上の議論から実践へ～

しみだ。同好会ならで
は、普段例会では見れ
ないそれぞれの一面
も感じながらの楽しい
ひと時だった。次回が楽しみ！参加いただい
た皆様に感謝申し上げる。

ロータリーソング

野中  敏昭　
　ソングリーダー

編集：会報委員会

「日も風も星も」

好意と友情の握手タイム

小計 ￥  14,000　
累計 ￥784,000

田村　康夫
帰山　明朗
窪田　健一
齋藤多久馬
窪田　健一

にこにこＢＯＸ報告

武田様の卓話に期待して、木村ガバナー補佐をお迎えして
　〃
　〃
　〃
　〃

木村 昌弘 G補佐 ：上半期の活動ご苦労様でした下半期での
　　　　　　　　　　　  ご活躍ご発展を祈念いたします


