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会　長　挨　拶
酒井　芳則　会長
　パリ有数の観光名所
であるノートルダム大
聖堂は14世紀に完成し
た建築物で、美しいステ
ンドグラスや石像など

多くの美術品が収蔵されています。12世紀か
ら建造が始まったゴシック様式を代表する大
聖堂で、世界遺産にもなっています。私も学生
の頃おとずれましたが、美しい建物です。世界
中から、年に約1300万人が訪れる、パリの中
心部を流れるセーヌ川の中州・シテ島にある
大聖堂です。 2019年4月15日午後6時50分
ごろ大規模な火災が発生しました。大聖堂が
閉館した直後のことで大聖堂のシンボルであ
る、高さ90mの尖塔は火災発生直後から燃え
広がり、約1時間後に崩落してしまいました。
しかし大聖堂の北棟と南棟など主要部分は
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「福井銀行のコンサルティングサービス 人材発掘・育成編」

幹　事　報　告
牧野　友美　幹事
　本日例会終了後、クラ
ブ協議会を開催いたし
ます。理事・役員・各委
員長は、2階会議室へお
集まりください。尚、欠席

の方は必ず代理を立ててください。
　家庭会合3班・4班の案内を出しています。
返事がまだの人は、チーフ迄お願いします。

委　員　会　報　告
佐野直美　出席委員長
　本日の出席者数は、
28名で、出席率は70％
となっております。以上
です。

㈱ j i g -ｊｐ　代表取締役社長

福  野   泰  介　様

「地方から世界を変えるITのまち鯖江のスゴさと課題」

無事だそうです。昨年より尖塔では修復工事
が行われており、周囲には作業用の足場が掛
けられていまして、消防当局が「火災は修復工
事が関連している可能性がある」とみている
そうですが、初期消火は難しかったとしても、
延焼を止められなかったのはなぜでしょうか。
　屋根を支えるのはトラス構造で、大量の木
材が大聖堂の屋根裏に多用されていた為に
焼け落ちたのだとされます。収蔵されていた
絵画のうち、煙で傷んだものは、ルーブル美術
館に運ばれて修復されるということです。マク
ロン大統領は、国民向けのテレビ演説で、「5
年以内に、より美しく再構築する」と宣言しま
したので、修復の完成を期待しております。　
　次に、省エネで寿命が長いことから、蛍光
灯や白熱電球などに代わる新たな照明器具
として普及しているLED照明についてお話し
ます。電球や蛍光灯などの従来のランプと同
様のサイズや形状で、従来の照明器具に同じ
ように取り付けることができるようになってい
るものも多いですが、ちょっと注意してほしい
事故が起きています。従来の照明ランプと同
じでも内部の設計が異なることから、照明器
具とランプの組み合わせによっては発煙など
の事故が起きる可能性があります。LEDラン
プ内部や照明器具内部の電子部品が異常加
熱するなどの現象が発生し、これに伴う発煙
やこげ、発火、ランプの破損など起こしていま
す。実はLEDランプにも種類があります。例え
ば照明の明るさが調節できる調光器タイプに
対応していないLEDを使用しますと、照明内
部が壊れて発煙の原因になります。このほか
ダウンライト用には断熱材施工器具対応の
LEDランプにするなど、適切な交換をすること
が重要です。照明器具の経年劣化による事故
の可能性もあり、購入から10年が過ぎた照明
器具に関して、従来の照明器具を替えずに
LEDランプに切り替えるときは、その照明器具
に使用可能かどうか、LEDランプの注意表示

等で確認することです。従来の照明器具の経
年劣化に対しては、点検が大切だと思います。

家　庭　会　合　報　告
梅田𠮷臣　５班チーフ
　12日に富士屋会館で
行いました。出席率が
悪いので、他クラブの例
会変更が分かれば、メ
ークアップしやすいか

と思います。RCにスマイルBOX内規で標準価
格を設定しているので、守っていただきたい
です。織物・メガネ等地場産の職業分類を増
やしたいと思います。

黒田敏夫　１班チーフ
　18日に九龍飯店で行
いました。会員増強は
飛込の営業のようなも
ので、ダメもとで当たる
しかないです。出席率

や、インターアクト、日教組、GHQ等色々出ま
したが、まとめきれないので終わります。
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にこにこＢＯＸ報告

日本事務局からのお知らせ
2019年4月のレートは、1ドル＝110円です
（4月レート適用は、4月１日（月）以降に弊局口座へ着金対象）

酒井　芳則　会員
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吉田　俊博　会員
窪田　健一　会員
大橋　良史　会員
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編集：会報・ホームページ委員会

ク　ラ　ブ　協　議　会

卓話

木村様の卓話を楽しみに　家庭会合をありがとうございます。
連休しました。　ご迷惑おかけして申し訳ございません
卓話を楽しみに
〃
〃
〃
〃
家庭会合1組出席ありがとうございました。
昨年10/13に70才になりました。ニコニコへの献金まだでしたのでニコニコさせていただきます。早退します
早退します

卓話者紹介　瀧ヶ花　秀晃　会員
　本日の卓話者は、福井銀行鯖江支店長木村祥久
様、お生まれは昭和42年で福井市に在住しており
ます。平成3年に福井銀行に入行され、昨年鯖江支
店に赴任されました。テーマは「福井銀行のコンサ
ルティングサービス人材発掘・育成編」で卓話して

いただきます。
卓話者　木村　祥久　様
テーマ　「福井銀行のコンサルティングサービス
人材発掘・育成編」
　福井銀行では、ワンストップコンサルティングを
目標として行っております。それは、地元のお客様
が福井銀行にさえ相談すれば、全ての物事が解決

する。このような銀行でありたいという活動です。
　事業戦略・販路開拓事業拡大ですが、今日の福井新聞に福井銀行神明
支店の取組みが紹介されていて、めがねのレンズ屋さんにパイロット専用
のサングラスレンズを作らないかと持ち掛けて、全日空まで繋げたというよ
うに、開拓・拡大を進めています。
　本日の話は、人材発掘人材育成の所です。お客様の困りごとで
1番多いのが人材不足です。人材採用ですが、「官民との連携による人材採
用支援」をやっております。官とは、内閣政府事業でプロフェッショナル人材
拠点が福井にございまして、様々な人材ニーズに対して、自治体や民間事
業者と連携して的確な人材情報を提供します。人材発掘と申しましても、会
社によってニーズが全く違っておりまして、後継者や幹部候補者が欲しい
方、マネージメントが出来る方、一般職を探している方等ございます。お客
様の課題をお聞きして、福井銀行グループ全体で最適な方を自治体・人材
事業者・コンサルタントと連携し、マッチングする方をご紹介しています。
　人材関連業務提携先：人材紹介
　RECRUIT AGENT・セーレンコスモ㈱・CIRCULATION・HUREX・
日本人材機構・マリッジパートナーズ
　人材関連業務提携先：人材育成・定着
Funai Soken・㈱タナベ経営・あしたのチーム・経済法令研究会
　海外でのニーズ
　現地でコンサルティングする人、通訳が出来て経営も任せられる人、高度
なスキルを持った人、留学生等も対応させていただいております。現地法
人を設立している企業等ともタイアップしておりますので、お気軽にご相談
いただけたらと思います。
　人材育成支援
　フレッシャーズセミナー（新入社員教育）・テーマ別研修セミナー（マナー
セミナー等）・福銀次世代経営塾（経営後継者、次世代後継者）・ライフプラ
ンセミナー（従業員の将来に向けたライフプラン）
　「企業理念」＝「地域産業の育成・発展と地域に暮らす人々の豊かな生活
の実現」
　中期経営計画の４つのテーマは「お客様を増やす」「選択と集中」
「コンサルティング機能の強化」「人づくり革命」です。
　「人づくり革命」の5つの柱は、「先輩から学ぶ」「自分で学ぶ」「社会から
学ぶ」「仲間から学ぶ」「役員・管理職になっても学ぶ」です。
当行の採用状況は、
・正  行  員　1,400名（女性50％超）
・採用人数　50名程度（総合職／エリア職）
・出　　身　大半が福井県出身
・大学所在　県外70％　県内30％
・人  物  像　誠実×情熱×行動
でありまして、新入行員採用活動に取入れております。
・働き方改革を推進！…健康経営宣言、テレワーク等を推進します。
・ダイレクトリクルーティング（OfferBox)…企業から学生に直接オファーを
送ることが出来る新卒採用サイトで、企業は「会いたい学生」の情報を検索
し、効率的にコンタクトします。内定承諾に役立ちます。
・SNSの活用（Chaku2Next)…接触頻度の増加や、細部に亘る情報提供で動
機形成に役立ちます。（内定者が本採用になるようコンタクト）
　こちらに居られる皆様方は福井銀行とお取引されている方がたくさんおら

㈱福井銀行　鯖江支店長

木  村   祥  久　様 「福井銀行のコンサルティングサービス 人材発掘・育成編」

れると思います。詳しい事がお知りになりたい方はご遠慮なく木村までお申
し出ください。

　各委員会報告
・S.A.A　小淵委員長（代読幹事）：座席替え年4回実施。食事手配順調
・会計　大橋委員長：今期の会費が一部の人未納の他は順調
・職業奉仕　木村委員長：関連卓話で伊藤選手の卓話実施。
・クラブ奉仕　窪田委員長：特別巡回ラジオ体操会場参加と、交通安全うち
　　　　わ1000本配布。鯖江・丹生高校での模擬面接会。スポーツ吹き矢
　　　　の模擬体験と市内小中学校にスポーツ吹き矢配布。タマンRCへめ
　　　　がねレンズ代を送金。
・社会奉仕　野中委員長：鯖江・丹生高校での模擬面接会実施。
・国際奉仕　孝久委員長：インドネシア、バリへめがねレンズ代を送金。
　　　　2月8日に国際交流協会川上様に卓話をして頂いた。
・青少年奉仕　瀧ヶ花委員長：スポーツ吹き矢体験会、勉強会、大会開催及
　　　　びスポーツ吹き矢道具一式を市内小中学校に配布。RACとの合同
　　　　夜間例会開催。会員実質2名ですので、会員増強にご協力願う。
　　　　ライラに今年度も1名参加の可能性がある。
・ロータリー情報　帰山委員長：地区からの情報を伝達、社会の人々がRCに
　　　　親近感を持ってもらえるようなインフォメーションができる事を方
　　　　針に掲げ、地区情報最新をお伝え出来た。巡回ラジオ体操時に、
　　　　交通安全うちわを配布し啓発と共に、鯖江RCの名入りでRC親近感
　　　　を持ってもらう効果ができた。
・RLI　清水委員長：RLI研修に3回参加。
・会報・ホームページ　野呂委員長：今日までに延べ53回会報、1回特別号
　　　　を発行済。ホームページ上での配信。写真撮影等のご協力に感謝。
・クラブ管理運営　幸道委員長：各委員長の働きに感謝する。出席率に関し
　　　　て家庭会合等で議論頂いている。同好会の積極推進でゴルフ・合
　　　　唱（福井RCにて）
・親睦　小部委員長：夜間例会・京都家族旅行・忘年会・新年会実施。バーべ
　　　　キューをしたいが、会場がない。
・ニコニコ　瀧谷委員長：目標の145万円は、すでに達成済。ありがとうござ
　　　　います。
・出席　佐野委員長（代読幹事）：掲示板にて出席状況の告知、欠席者に
　　　　はがきを出す、勤続表彰、年間出席優良者表彰。
・プログラム　吉田委員長：外部の卓話者と会員卓話とキャリア会員卓話を
　　　　実施。残り外部卓話者3名、会員卓話3名なので、ご期待願う。
・ソング　桑原委員長：本年度は委員が3名となったので、交代で指揮。新曲
　　　　を3曲取り入れるなど、変化や融和に役立ったと思う。「勤続バッチ
　　　　の歌」「結婚祝いの歌」が酒井会員のご協力で念願のCDに。

2019-20年度　地区研修・協議会　平成31年4月20日

1.清水（会長）　2.酒井雅（幹事）　
3.帰山（クラブ管理運営）　4.田村（奉仕プロジェクト）　
5.森屋（青少年奉仕）　6.酒井芳（ロータリー財団）　
7.笹尾（米山奨学）　8.笠原（会員増強・拡大/学友）　
9.孝久（公共イメージ広報）

次年度役員9名が出席しました。（分科会）


