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みんなに公平か
好意と友情を深めるか
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2017-2018年度

会　長　大 島　恒 彦

鯖江ロータリークラブ会長方針 

「クラブの改革」と「人道奉仕」

開 会 点 鐘
四 つ の テ ス ト
ロ - タ リ - ソ ン グ
僕のRC,私のRC,会員全てのRC
会 長 の 時 間 等
閉 会 点 鍾

鯖江商工会議所３階中ホール　　

できることから始めてみましょう

出席率76.6％

点鐘：12:30

テーマ「女性会員とRC」

第2814回
8/18(金)

第2816回
 9/1(金)8月第3例会8月第2例会

第2814回
8/18(金）

例会報告

ロータリーソング

第2815回
   8/25(金)  9月第1例会

「我らの生業」

瀧谷　えみ子
ソングリーダー

点鐘：12:30 点鐘：12:30

榊原　広輝　会員
　僕のRC等言えるほど
入会歴がありません。毎
回の例会に、四つのテス
ト唱和をしているのです
が、いつも「こんな風にな

らないとだめだなぁ」と感じております。最後の「
みんなのためになるかどうか」は、どうしても商売
をしていると、人の事より自分の事ばかり考えが
ちで、ここに来させて頂く度、心がけないといけな
いなと思い直して参加させていただいています。
自信をもってロータリアンだと言えるよう、皆様の
ご教示をお願いいたします。

大島　恒彦　会長
　本日はお葬式の話を
させて頂きます。
皆さんは葬儀に参列さ
れる機会が多いのでご
存じだと思いますが、今

会　長　の　時　間

川手　博明　幹事
　来週のクラブフォーラ
ムは、「女性会員とRC」と
いうテーマでお話し合い
いただきます。当RC女性
会員の中には中々面白い

発想の方がおられます。今日は資料として8/16読
売新聞掲載の記事で、「女性にとって、女性だから
という理由で選ばれるのは屈辱以外の何もので
もない」というコメントを付けさせていただきまし
た。ロータリーの多様性について、フォーラムと９
月に行われる家庭会合の席で話し合いたいと思
います。チーフは３人の女性会員を置いています
ので、女性の視点でのお話を期待します。会員の
皆様には来週までに情報をお集め頂き、自分の
価値観だけで判断せず、ご審議いただけたらと思
います。

委　員　会　報　告

幹　事　報　告

牧  野    百  男　様卓話

テーマ
鯖江市長

「世界にはばたく地域ブランド
　　　　めがねのまちさばえ」

クラブフォーラム 深  見    泰  和　会員卓話

テーマ
(有)浪漫館
「未定」

ビジターよりお知らせ
鯖江北RC会長  増永 英彦 様
親睦委員長  西尾 俊一 様
　先月の合同公式訪問時
には、大変お世話になりあ
りがとうございました。来
月の合同夜間例会は

9/13（水）19：00～「よしのり」にて登録料10,000円
で準備させていただいておりますので、日程を空
けておいていただきますよう、どうぞよろしくお願
いいたします。

青少年奉仕委員会
野呂　和夫　委員長
　RACの納涼例会が8
月25日19：30～ピープ
ルにて登録料５千円で
開催されます。登録締

切は22日ですので、皆様のご登録をよろしく
お願いいたします。
9月10日アクトの日「ハピスポ2017」が福井市
健康の森で9：30～13：00行います。チラシを
後ろの方においておりますので、ご確認くださ
い。登録締切は8/22。私、野呂もしくは酒井雅
憲地区委員までお申し込みください。

は殆どが葬儀場で行われ、暑い・寒い・足のしび
れ等がなく昔に比べて参列者にとって大変ありが
たい環境だと思います。昨日、ＹＡＨＯＯニュース
で「それどうかな」と思う葬儀場の記事が出ていま
したので紹介します。
　今年中に日本初のドライブスルー葬儀場が長
野県上田市にオープンする予定だそうです。その
システムの概要や導入の背景は、ファーストフー
ド店のドライブスルーのように、クルマを降りるこ
となく葬儀に参列できるシステムだそうです。
クルマ専用レーンを進み、受付台に備えられたタ
ブレット端末を通じて参列者が名前や住所を登
録し、香典を出します。続いて自動焼香システムを
使用しその場で焼香します。その様子を喪主や場
内参列者がモニターで確認するシステムです。
なぜこのようなシステムを導入するかとの問いに、
体の不自由な方やお年寄りがクルマを降りずに
受付や焼香（しょうこう）を行う事ができ列に並ぶ
ことがないので他人に世話を掛ける事無く葬儀
に参列できる。一方で忙しいので喪服に着替える
時間が無く平服で顔だけ出したいと思われる方
々にも参列しやすくする意図があるそうです。
関係者の話では、このドライブスルーシステムを
利用することで参列にかかるもろもろの手間が10
分の1程度になるのではないかと考えられるとの
事です。少子高齢化が進む中で参列者も全体的に
高齢化しています。スタイルが変化していくのも理
解は出来るところですが、本当にここまで簡素化し
て良いものかと考えさせられる記事でした。

        ☆鯖江RAC8月第２例会　「納涼例会」
日時：8月25日（金）19：30～21：00（登録19：00～）
会場：ぴーぷ留福井県鯖江市丸山町2-1-26   TEL:0778-51-6855

        ☆鯖江北RCとの夜間合同例会
日時：9月13日（水）19：00～
会場：よしのり

登録料：5,000円　　登録締切：8月22日(火)

登録料：10,000円
登録締切：8月28日(月)

僕のRC,私のRC,会員全てのRC
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1.世界に注目される鯖江に！！ 
　　　～鯖江の認知度・知名度のアップ～
Qあなたは「鯖江」について、どの程度ご存知ですか
＊鯖江の認知率は、7割以上。2014年と比べて7.6％UP
Q日本において、眼鏡フレームの生産が一番盛んな
ところはどこだと思いますか？

＊産地としての認知率は、2008年比で15.7％UP,鯖江の方が想起率が高い
Q地域と産業の結びつきの中から、あなたがご存知のものをお選びください
＊鯖江は、「今治」に次ぐ産地認知を獲得、2014年と比べ、2年で4％伸長
「イノベーティブシティ」全国4位　選定基準
①地域の民間企業が展開する事業を持つ「持続可能性」
②まちづくりで採用する手法やアイディアの「新規性」
③地域外から来た“よそ者”を受け入れる「多様性」
・住みよさランキング全国7位
・鯖江市の取組み（市民主役事業、地域活性化プランコンテスト、オープ
ンデータ）を、海外からも評価、韓国からの視察研修・マスコミ取材
2.金太郎飴でない「さばえらしさ」
　みんなで鯖江の「顔」と「個性」を宝さがし
※眼鏡産業  100年以上の歴史を持つ ～鯖江産地の始まりは明治38年「
眼鏡フレーム」の国内製造シェア約９割を誇る眼鏡産地。 
※漆器産業  約1500年の歴史と伝統を有する産地。高度成長期に業務用
漆器分野に進出。業務用漆器の８割以上の生産シェアを誇る。 
※繊維産業  1134年に河和田荘で「八丈絹」を盛んに生産していたことを示
す文献が残る。ナイロン、ポリエステル等の合繊を中心とした産地。医療、自
動車シート、エアバック、コンピュータ部品等の多種多様な繊維製品を生産。
※女性が輝くまち
2015年国勢調査により福井の働く女性 全国１位 （H29.4.28福井新聞）共働き率は、
1995年国勢調査以来、全国1位（58.6％）。（ 結婚先進県としての福井県、若い夫婦の共働き経済基盤が
背景 （H29.5.5福井新聞））福井県は、生涯未婚率につい て女性が最も低く、男性も下か
ら３番目。（背景は、３世代同居や近居の割合が高く、若い夫婦の共働き率が高いこと。経済的 な生活基盤を確保しやすいことが結婚
を後押ししている。 ）（2017年版男女共同白書により） 福井県の女性就業率 女性活躍先進国スウェ
ーデンを上回る （H29.6.9内閣府発表）福井県の20代から40代前半にかけての子育
て期の女性の就業率が、「女性活躍先 進国」とされるスウェーデンを上回る。 
・福井県の独自調査では・・・ 近居も含めると、約9割の子育て世代が親に子
供を預けられる環境下で暮らす。 
※高校生から高齢者まで活躍するまち 
・鯖江市役所ＪＫ課：2014年に女子高生13人でスタート。 現在では4期目
に入り、41人(高専、県立5校）になる。 ゴミ拾い企画 「ピカピカプラン」、JK
課オリジナルスイーツ開発など高校生ならではの活動を展開中。 
・鯖江市ＯＣ課：鯖江市役所ＪＫ課に触発され、2014年 に40代から50代
を中心とした女性20 人でスタート。 現在では、38人になる。 
・ご長寿アイドル「SBE80!」 ：2011年に70代以上の受講生らで結成。 高齢
者施設慰問など年30回ほど活動。 現在、リーダー91歳、平均年齢82.5歳
(H29.3現在)で、 メンバーは12人。 
※ホスピタリティのまち
「お互い様」と「おもてなしの心」で体操競技 世界大会2度の開催  
・1995（Ｈ7）世界体操競技選手権大会・1998（Ｈ10）体操ワールドカップ決勝大会   
 当時、市民のボランティアで行われた おもてな し運動（花いっぱい運動など）
は 現在も引き継がれています。東京五輪ホストタウンとして鯖江市が認定（登
録総数179件）体操競技中国代表の事前合宿の誘致を目指す。つつじマラソン

に中国から選手を招 き交流するほか、「体操展」の開催を計画。
真宗十派のうち２つの本山が鯖江に  
※親鸞・蓮如の布教の地
真宗十派のうち2つの本山が鯖江に誠照寺（じょうしょうじ）證誠寺（しょうじょうじ）
※人口が増えているまち 
県内で鯖江市のみ人口増加（市政施行以来12回60年連続の人口増）
福井県鯖江市 68,365 人（ H29人口前年増加数80 人） 総務省が10団体取組み紹介
＊河和田ｱｰﾄｷｬﾝプ、ゆるい移住、ＩＴ関連企業や新分野進出 企業への就労者の増加 
3.ものづくりのまち鯖江
※伝統と革新（眼鏡産業）→眼鏡・繊維・漆器の単産地から「成長産業を包
含する複合産地」としての転換 
※伝統と革新（漆器産業） →「海外で売れる商品」の開発支援 伝統工芸の
活性化 河和田で伝統工芸みらいプロジェクトを始動　越前漆器ブランドを
全国に発信 
※伝統と革新（繊維産業）→平成29年度には、繊維企業連携新素材開発等
支援 事業（(公財)ふくい産業支援センター）として４事業採 択され、そのう
ち３事業に市内事業所が参加。 
4.世界にはばたく地域ブランド 「めがねのまち
さばえ」
　　　　　 ～地域資源の宝さがし～  
※鯖江に魅力的な「顔」と「個性」を！ 世界飛翔
に弾み！！ 
・鯖江ブランドによる高級眼鏡市場開拓（中東等） 
・「鯖江のめがね」がクールジャパンアワード2015（初開催）に選出
・めがねのまちさばえ 発信強化に向けた具体的な取組み 
①LINEで鯖江市のイベント情報発信、市長スタンプLINE配信開始（H29.6.10～）
②めがねのまちさばえ応援企業を認定 
③市民による「めがねのまちさばえ」シティプロモーション
・若者に魅力ある働く場の確保 
①お試しサテライトオフィスモデル事業（空き家マッチングプロジェクト）
②オフィスの備品整備にあたって、Dellからの無償貸与品
山本幸三地方創生担当大臣鯖江市視察（H29.7.19）
視察目的
地域における意欲ある取組みや地域のニーズを把握し、今後の政策に生か
そうと、初めて福井県を訪問。
視察先のシャルマンでは・・
眼鏡枠の加工技術を活用した医療器具など視察し、「中核企業を中心に、企
業群を育てていくことが、地方創生そのもの。政策に参考になる事例だった」
と大臣が評価。
意見交換(めがね会館) では・・
「オープンデータは国を挙げてやろうとしている。鯖江は先進的で感心した」
と大臣が評価。
Jig.jp代表の福野氏と市長から「オープンデータ」、「プログラミング教育」、
「サテライトオフィス事業」の取組みを紹介
・地域全体のブランド力の向上
・新たな産業や文化、地域資源を創造する原動力の創出
・市民の「ふるさと愛」への誇りと自信の向上

委　員　会　報　告

青少年奉仕委員会    野呂　和夫　委員長
　RACの納涼例会が8月25日19：30～ピープ
ルにて登録料５千円にて開催されます。登録締
切は22日ですので、皆様のご参加をお願いい
たします。9月10日アクトの日「ハピスポ2017」
が福井健康の森で9：30～13：00行なわれます。

チラシを後ろの方においておりますので、ご確認ください。登録締切は
8月27日。私もしくは酒井雅憲地区委員までお申し込みください。

小計 ￥     40,000　
累計 ￥   252,000

にこにこＢＯＸ報告

鯖江北増永英彦様
　〃　西尾俊一様
大島　恒彦　会員
堀江　邦旺　会員
小淵　洋治　会員
小部　隆充　会員
窪田　健一　会員
岡本　圭子　会員
桑原　重之　会員
大橋　良史　会員
帰山　明朗　会員
榊原　広輝　会員
橋本　政宣　会員

来月の合同例会よろしくお願いいたします。
　〃
牧野市長の卓話に期待して　ご多用中ありがとうございます。
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃　長く欠席が続きました
8/6～8/13までアメリカカリフォルニア州バークレー市にあるカリフォルニア大学バークレ
校に行き、土肥慶蔵旧蔵の古典籍の調査をし大いに成果を上げ14日に帰国しました

吉田　俊博　会員
野中　敏昭　会員
清水　康弘　会員
佐野　直美　会員
瀧谷 えみ子   会員

牧野市長の卓話に期待して
　〃
　〃
　〃
　〃

編集：会報委員会

牧  野    百  男　様鯖江市長 世界にはばたく地域ブランド
　　　　　　「めがねのまちさばえ」

卓話 テーマ


