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会　長　挨　拶
酒井　芳則　会長
　本日は自転車と事故
の話です。私は商工会
議所の建設部会に所属
していまして、歩道の安
全自転車通行可の実行

推進をしております。自転車道として利用可能
な路線として、鯖江駅より河和田地区までの
利用が出来るように、提案・提言活動を福井
工業大学の吉村先生の協力を得ながら地域
と連携を図りつつ推進しておりますが、昨年ま
での5年間に起きた自転車事故で、死傷者全
体に占める死者の割合（致死率）をヘルメット
着用の有無で比べたところ、着用していない
ケースの方が2．4倍高かったことが25日の警
察庁のまとめで分かりました。2014～18年の
自転車事故による死者数は2553人。致死率
はヘルメット着用の場合が24.4％だったのに
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税理士法人武生中央会計

高 嶋　浩 之 様
「令和元年度税制改正について」

幹　事　報　告
牧野　友美　幹事
　5月10日は次年度理
事会・委員会です。「天
狗楼」に於いて午後6時
半からです。
　5月18日新旧会長幹

事長、武生府中ロータリークラブのお世話で、
「武生商工会館」に於いて行われます。

委　員　会　報　告
佐野直美　出席委員長
　本日の出席者数は、
24名で、出席率は58.5
％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」

家　庭　会　合　報　告
西野俊一　3班チーフ
　20日に「よしのり」で
行いました。ライオンズ
に比べると敷居が高く
感じられる、月4回の例
会がハードルを高くし

ているのではないかと、いう意見がありまし
た。どうしたら、人を寄せられるかという事で、
奥さんの理解が得られていないのがネックだ
という方が多い事が分かり、女性中心の集ま
りを企画し、旦那さんも誘っていくやり方が良
いのではという意見が出ました。その他には、
銀行や生命保険の支店長を入会していただ
くのはどうかという意見がありました。

岩尾顕治　4班チーフ
　23日に「みどりや」さ
んに於いて行いました。
テーマが「会員増強」で
ありましたが、それにつ
いては話し合えません

でした。前提となるものについて、会長の方か
ら出席率の問題・長期欠席者の問題が出て、
結局のところ「会の魅力」が必要じゃないか、
という結論となりました。その為には、「楽しい
会・知見を広める会」になるように、中身を充
実させるのが大事だと話し合われました。
　後は、毎週例会がある・敷居が高い等の問
題も出ました。出席率の問題は、メーキャッ
プを進めていく必要があるという事で、年の
浅い人は、ベテランのロータリアンと一緒に
行ったり、メーキャップ体験会なども必要と
の意見も出ました。

対し、非着用の場合は57.5％で、頭部損傷に
よる死者数は1555人（61％）で、頭部が致命
傷となった割合をヘルメット着用の有無で比
べると、着用は44％、非着用は62％でした。
全死傷者のヘルメット着用無しの割合は9割
以上です。
　私たちの地域の中学生の通学はヘルメット
着用です。また普及が進む電動アシスト自転
車では、通常の自転車に比べ急に加速するた
め、転倒や衝突が起きやすいとの指摘があり、
消費者安全調査委員会は、幼児同乗での事故
が続いていると警告しています。5月11～20
日の春の全国交通安全運動で自転車の安全
な利用を呼び掛けるとともに、自治体などと
連携し、ヘルメットの着用促進に向けた取り
組みを強化するようです。自転車は気軽な乗
り物です。交通ルール違反をせずに、連休中
は自転車でサイクリングもいいのではないで
しょうか、体と心のリフレッシュと家族の交流
にもいかがでしょうか。

　閉会終了後、60周年実行委員会がござい
ますので、事務局へお集まりください。
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日本事務局からのお知らせ
2019年5月のレートは、1ドル＝112円です
（5月レート適用は、5月１日（水）以降に弊局口座へ着金対象）
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次年度地区協議会　報告
清水　康弘　次年度会長
　4月20日に次年度の地区研修・協議会に出席し
てまいりました。私の他、酒井雅会員
（幹事）・帰山会員（クラブ管理運営）・田村会員（奉
仕プロジェクト）・森屋会員(青少年奉仕）・酒井芳会
員（ロータリー財団）・笹尾会員（米山奨学）・笠原会

員（会員増強・拡大/学友）・孝久会員（公共イメージ広報）計9名で京都国際
会館に於いて研修を受けてまいりました。本日の会報で写真が載っておりま
したが、間違いなく9名で参加しました。2019-20年度のRI会長は、アメリカ
アラバマ州で弁護士をされている、マーク・ダニエル・マローニー氏、スロー
ガンは「ロータリーは世界をつなぐ」を発表されました。ガバナーは京都ロー
タリークラブの佐竹力總氏で、京都の老舗料亭「美濃吉」10代当主で、スロ
ーガンは「伝統と革新・世界は一つ」であります。次年度からロータリー賞（一
定の基準を満たせばどのクラブもいただける）を設けます。詳細については、
公式訪問時（7月12日）にお聞きください。

福野様の卓話を期待して。警察の協議会に参加することになりました。よろしくお願いします。

西尾チーフ岩尾チーフ家庭会合ご苦労様でした。卓話を楽しみに

地区協議会のご出席ありがとうございました。

卓話を楽しみに　いいことがありました。

卓話を楽しみに
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早退します

卓話者紹介　吉田俊博　プログラム委員長
　本日の卓話者は、㈱j i g - j p代表取締役社長　
福野奏介様です。昭和53年に石川県のご出身で、
8歳でプログラミングを始められ、福井高専電子情
報工学科に在学中に、地図情報プログラミングを
開発された、非常に優秀な頭脳の持ち主です。平成

15年に㈱jig- jpを設立され、代表取締役社長です。事業内容はモ
バイルを中心としたソフトウエアの企画・開発・提供を行い、総務
省の「情報流通連携基盤構築事業」に関わる業務の一部を受託さ
れ、地域情報化アドバイザー・オープンデータ伝道師としてご活
躍されています。

卓話者　福野　泰介　様
テーマ　「地方から世界を変えるITのまち鯖江のス
ゴさと課題」
　上鯖江に住み、メガネ会館8階が本社です。福井
に住むきっかけは、サイバーエージェントの藤田さ
んの言葉です。藤田さんの講演会の時、若者が何

人か前に出た中に私も居まして「福井の若者よ、こんなところに居るんじゃ
ない東京へ行って勝負しろ」とおっしゃったので、「賛同しかねます、訳わか
らないですよ藤田さん、今はネットの時代だから、鯖江から世界に発信しま
す」と言いました。その時、何人かの経営者の方から「よく言ってくれた福野
君」と言われて、福井の篤い経営者何人かと繋がりができました。
　弊社はソフトウエアの会社です。IT業界は大きく2つありまして、システム
業界とツール業界です。システム業界は、グーグル・アマゾン・フェースブッ
ク等、自社のサービスを作って、世界中に販売・提供して利益率も高い、そ
のようなシステムを日本でも始めようと頑張っている会社です。
　ITが使われ始めてわずか30年です。言葉が誕生したのが10万年前で、
そこから文字が誕生するのが9万年後です。文字が世界中に広がり活字に
なるのはそこから4千年かかり、活字が放送に変わるのに900年、ラジオや
テレビで世界中に広がりましたが、それが不幸の始まりです。何故かという
と一方通行なので、情報をたくさん持っている人が「これだ」と言うと正しい
ものになってしまうからです。マスメディアから降ってきた情報が正しいも
のだと信じている世代と、今のITが発達してきて相互に情報をやり取りで
きている世代とのあつれきがそのせいで生じているのかなと思います。
　ITは、次 と々新しいサービスが誕生して、非常に面白い状態です。是非に
情報発信制限時代を過去の事として、次世代情報を取り入れていく事をお
勧めします。弊社はガラ携帯向けに提供していた便利なツールをスマホ向
けに作ろうと頑張っています。今主力にしているのは、動画配信サービス
「ふわっち」で、誰もが放送事業者になれるコミュニケーションサービスです
。携帯1つで動画・ラジオの生配信・視聴ができ、世界中に動画を提供でき
るのです。なお且つ、この配信面白いなと思ったら投げ銭出来ます。盛り上
がりに応じて運営からポイントをプレゼントし、ポイントはギフト券や現金
に交換可能です。ここ3年で1億円プレーヤーが2人誕生しました。他にもロ
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ングテールで、月々数十万稼ぐ人も出て、仕事帰り
に飲みながら配信する等働き方も変わってきてい
ます。1日のユーザーは14万人ぐらいいます。
　鯖江には助けられていまして、NTTのロゴを悩
んでいた時、メガネ関係や漆器関係の人が試作品
をサクッと作ってくれたので、鯖江は凄いところだ
なと思いました。Webの創始者の話を聞く機会があり、その頃の話は全くな
く、オープンデータをイギリス政府といかに組んだか、その意義等について
話されました。裏には自分の作ったWebの大改革があったのです。これは
面白いという事で、国レベルではなく、市民生活内の物があると市民に広
がると思うと市長に提案し、即決で始められました。2012年頃は弊社とし
ても従来のガラ携からスマートホン事業に移行するのに苦労していまして、
悩むより作った方が早いかなと思い、どんなくだらないものでも毎日作ろう
と「一日一創」とブログで宣言し、毎日アプリを1個作るのと合わせて鯖江市
の「オープンデータ」を致しました。アプリ「さばれぽ」は、外国人にアプリで
翻訳し避難所誘導が出来ます。また、道路の不具合を見つけた時、市に連
絡するのに場所を伝え辛かったですが、アプリで写真を撮って送ると位置
情報が付いて投稿されるので、市が対応できる仕組みです。昨年冬金沢市
では、データがないので大雪の時は消防の人が金属探知機で消火栓を掘
り起こしたそうです。鯖江市では、高校生がアプリを見ながら宝探しのよう
に掘り起こしてくれました。また、鯖江市長は、若者の提案は全部やると言
い切っているのがかっこよく、JK課のアプリを作る時、イライラすることない
かと聞いたら、図書館で勉強する空き席がないという事で、机にセンサー
を付けてIOTを実現しました。こういった物をサクッと実現できるのが、鯖江
市の魅力です。また、全国から大学生が集まってきて、いろんなアイディアを
全部実現化させるのが凄い所です。
　企業とのコラボも進めていて、企業の社員が自治体に出向して自治体の
職員として何ができるか考え、企業からは研修なので給料を払う、自治体
は無料で専門家のスキルを学べるというウインウインの関係ができます。
最近、IOTプログラミング講座を始めたところ、大手薬品メーカー何社かが
学習する動きをしています。敦賀の企業もIOT化しました。火災報知機も
IOT化し、火災が起きればすぐ消防に連絡が行く等、事業者がプラスIOTで
新しい付加価値を付ける事の方が、世の中を早く変える事が出来るのだな
と、最近の発見です。皆さんの業界でもプラスIOTをしていただくと面白い
ものが出来るのではと思います。
　鯖江の課題は、まだまだイノベーション（社会変革）が足りません。企業
（課題）・学生（技術）・子ども（発想）が組みオープンイノベーションで面白
いものが出来ます。日本の問題は、パソコンを持っていない子ども達が多
い事です。プログラミングが学べる「IchigoJam」は親子で楽しめます。
　衛星からのデータはオープン化しています。農業や交通関係に役立つの
で関わっていますが、子どもに宇宙データただで使えるよと言うと喜んで遊
びこなします。 最強の子ども達をイノベーション仲間に入れて、是非ご活躍
される事を願います。


