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真実か どうか
みんなに公平か
好意と友情を深めるか
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RI第2650地区のスローガン

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 等
閉 会 点 鍾

富 士 屋  会 館　　

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

出席率75％

「企業成長とＭ＆Ａの活用」
経営コンサルタント

森  山　明　　様

第2796回
3/24(金)

第2798回
 4/14(金)4月第1例会3月第3例会

第2796回
3/24(金）

例会報告

ロータリーソング

第2797回
   4/7(金)  4月第2例会

「我らの生業」

点鐘：12:30

野中　敏昭
 ソングリーダー

卓話

テーマ

点鐘：12:30

「私のニット人生」
（協）鯖江市繊維協会理事長

野尻　利雄　様

注意：3月31日(金)は休会です

川手　博明
　次年度幹事
　先週のRACとの
合同夜間例会に、
多くの会員の皆様

にご参加いただき誠にありがとう。
　来月9日は、地区大会となる。ご参加い
ただく方には、集合時刻・集合場所・ロー
タリーネクタイ・スカーフの着用など、詳
細は文書でご案内済みだが、お間違えの
ないよう、当日までにご確認をよろしくお
願いする。また、ご案内の通り、大会終了
後は、鯖江北・鯖江ＲＣ合同での懇親会
を開催する。この出欠の締め切りは本日
までとなっているので、まだの方はご返
信をよろしくお願いする。
　来週、31日の例会は当クラブ定款第6
条1節により休会なのでお間違えの無い
ようにお願いする。
　次回の4月7日の例会終了後は理事会
を開催するので、役員・理事の皆様には
ご予定をお願いする。

幹 事 報 告

卓話

テーマ「写真と映像のトレンドスマイル」
トレンドスマイル代表

瀧谷  えみ子    会員

点鐘：12:30

好意と友情の握手タイム

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)

田村  康夫   会長
　本日のお客様
は、鯖江市繊維協 
会理事長 野尻 利
雄 様。「私のニット
人生」をテーマに

お話しいただく。
　私の家では、冬の風物詩の「雪吊り」を 
家の前や庭でしている。雪で木々が痛ま
ない様にする訳だが、最近 雪も少なく 近
所でも 余りされていない。しかし職人さ
んは 上手に 吊っているな～「技だ」。もう
4月目前で、本来ならとっくに外していな
ければならないのに、父が毎年解体 して
いたけど、もう 歳 等で無理になってい
る。家内から 催促もあり、私自身初めての
庭作業をしてみた。剪定ハサミで 縄を切
る音は パチンパチンと響いていいね。午
前中 いっぱい作業していた。
　テレビで連日報道されている、鴨池劇
場だが、かなりうんざりしている。国会の
中での質疑の中で、某参議院議員が質問
しているのを見た。「世の中で1番大切
なものは空気、2番目は何か？」麻生副総
理が答弁し、「わけのわからない質問に
はいう事がある、朝は希望をもって起き、

ゲスト及びビジター紹介と会長の時間　 昼は懸命に働き、夜は感謝と共に寝る、
そういう気持ちが 1番大事」と答えてい
て、上手く返しているなと感心した。
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卓話 テーマ「 私 の ニ ッ ト 人 生 」
（協）鯖江市繊維協会理事長

野 尻　利 雄　様

卓話者紹介
孝久　治宏　プログラム委員長
　本日の卓話者は、(協)鯖江市繊維協会
理事長 野尻利雄様。昭和14年生まれ77
歳。市内鳥羽町にお住まい。他に福井県ニ
ット工業組合理事長・鯖江商工会議所繊
維業部会長、役員、議員・富士経編㈱、社

長、会長。私は野尻さんから聞いた20年前の事が頭に残ってい
る。「全国、47都道府県すべてを営業に回った結果、鯖江市、特
に西山公園の素晴らしさを実感した」との事。「私のニット人生」
のテーマで卓話願う。

(協)鯖江市繊維協会理事長
野尻　利雄　様
　繊維には、織物と経編（ニット）があり、
織物の特徴は、経糸と横糸を直角に交わ
り、平面的に連なり空間がない素材。経編
の特徴は、1本の糸がループを作り、その
ループに次の糸をひっかけて縦方向に新

しいループを連続させた素材で、伸縮性やドレープ性に富んで
いる為、立体的な人間の動きに優しくフィットし、着心地が良い。
ループが立体的に構成されているため、糸と糸の隙間が織物に
比べはるかに大きく、多孔性で軽く保湿性に富む。

1.富士経編の概要と歴史
　創立昭和34年・資本金500万・従業員17人英国製編機3台。
現在編機19台・従業員40人（平均年齢：男性36歳、女性35歳）
三菱レーヨンアセテートランゼリー（女性下着）の生地の生産か
らスタート。昭和43年頃、東レグループと連携して現在に至る。
ポリエステル100％のカッターシャツやコート生地、スポーツ向
け生地等の本格生産開始となった。昭和48年頃、C反が返品に
なり損失増大。昭和50年に、不良品のキズ部分をカットして、製
品にして販売する「製品部」を発足。販売先は、全農・平和堂・福
進チェーン。季節ごとの製品を販売したが、売れ残りは返品とな
る。ホテル・旅館・健康ランド・病院患者用衣リース会社に販売
開始。だが、昭和52年に綿糸を使った看護衣の生地を開発した
が、C反が50％発生した。

2.基本理念
　①リスクのある投資はしない
　②規模は大きくしない、機械の更新はするが増設はしない
　③他人資本に頼らず、自己資本の投資が原則

3.仕事に対する考え方
　①率先垂範をモットーとする
　②明るく、楽しく、元気で仕事に励む
　③毎日の小さい積み重ねを大事に
　④スピードをもって行動せよ
　⑤良いと思われることは続けよ、継続は力なり
　⑥利益は、会社及び従業員全てに味方である
　⑦人に任せても、任せきりでなく実体
を広く浅くでも把握する

3.営業の考え方
　①日本全国47都道府県を廻った
　②富士経編の会社名を覚えてもらえ
　　なかった為、東レの力を借りた
　③初めての取引は現金で
　④取引先は、自分根目で確認、規模の大小や帝国データバン
　　クではなく、会社の整理整頓、社員のお痛い態度で判断
　⑤クレームは、より良い人間関係を築くチャンス
　⑥末端での商品の流れと評価を頂いて次の商品に活かす

4．生産現場に対する考え方
　①短納及び小ロットの対応の仕組みの確立、染色・資材・縫
　　製会社の理解と協力
　②CADとCAMの活用

5.私の繊維業界への想い
　協同組合鯖江市繊維協会の青年部会
会報誌に寄稿した、私の繊維業界への想
いを述べる。
　私は繊維が大好きで50年以上も繊維
に携わっている。繊維は斜陽産業と揶揄

されたが、私は決してそうは思わない、やり方によっては成長産
業だと信じている。
「信念をもってやれば勇気が出る、勇気があれば成功を招く」松
下幸之助さんの言葉だ。
　青年部会の若くて元気な力を研究・開発に全力を挙げ熱意を
もって取り組んで、先人が築いた鯖江の繊維産地が後世に引き
継がれることをご祈念申し上げる。
　以上をもって私の卓話を終了とする、長時間ご清聴頂き感謝
申し上げる。

委 員 会  報 告
青少年奉仕委員会
岡本　圭子　委員長
　先日のRACとの夜間合同例会には、沢
山の会員のご出席をいただきありがとう。
とても有意義なものになったかと思う。佐

野会員のご子息が、アクトに参加してくださるという嬉しいお返
事をいただいたので、大変うれしく感謝申し上げる。まだアクト
に入っていただける方を募集しているので、会員の皆様方に、ご
存知の方がおられたら、ご紹介くださるようよろしくお願いする。

小計 ￥  16,000　
累計 ￥925,000

にこにこＢＯＸ報告

田村　康夫　会員
窪田　健一　会員
岡本　圭子　会員
園　　幸雄　会員
松村　竜也　会員

野尻様をお迎えして

〃　卓話に期待して

〃アクトの合同例会たくさんご参加ありがとう。

結婚祝いを頂いて

久々の里はよいものです


