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

武生府中ＲＣ(越前たけふ農協会館)
勝山ＲＣ(勝山市民活動センタ－) 大野ＲＣ(大野商工会議所会館) Ｌ 敦賀西ＲＣ(ニュ－サンピア敦賀)
武生ＲＣ(武生商工会館) 敦賀ＲＣ(福井銀行敦賀支店)

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) 金曜日 福井あじさいＲＣ(ﾎﾃﾙﾘﾊﾞ-ｼﾞｭｱｹﾎﾞﾉ)木曜日 福井ＲＣ(ユア－ズホテル福井)

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-)
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) 福井西ＲＣ(ﾊﾞ-ﾄﾞｸﾞﾘ-ﾝﾎﾃﾙ･ﾚｼﾞ-ﾅ)Ｌ 福井水仙ＲＣ(福井パレスホテル)

三国ＲＣ(三国観光ホテル)

鯖江ロータリークラブＲＩ第2650地区
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会　長　酒 井　芳 則

鯖江ロータリークラブ会長方針 

鯖江商工会議所３階中ホール
出席率57.5％

2018-19年度  国際ロータリーテーマ

インスピレーションに
なろう

2018-19年度  第2650地区スローガン

ロータリーを学び、実践し、
　　　発信しよう；Enjoy Rotary

和をもって貴しとする

４つのテスト

真実か どうか
みんなに公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるか どうか
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会　長　挨　拶
酒井　芳則　会長
　たった一晩の深夜国
会で約2200万円の経
費がかかったと指摘し
ました。
　1日から2日未明にか

けての深夜国会で、国会の職員のうち1242人
が超過勤務となり、その手当とタクシー代など

孝久　治宏
　ソング委員

「我らの生業」

ロータリーソング

開 会 点 鐘
四 つ の テ ス ト
ロ - タ リ - ソ ン グ
会 長 の 時 間
幹 事 報 告 等
プ ロ グ ラ ム
閉 会 点 鐘

第2885回
3/8(金)

第2887回
 3/22(金)3月第3例会3月第2例会

第2886回
   3/15(金) 3月第4例会

点鐘：12:30点鐘：12:30

卓話

点鐘：18:30

3/8(金）
第2885回
例会報告

委　員　会　報　告

テーマ
福井県眼鏡工業組合理事長

小 松 原   一 身　様

テーマ

卓話

「めがねのまち さばえの未来について」 RACとの合同夜間例会 「エグゼクティブから学んだコミュニケーション術」
コミュニケーションマナーコンサルタント

斉  藤   美  幸　様会場　当田屋さん

瀧ヶ花　秀晃
　青少年奉仕委員長
　青少年奉仕委員会か
ら「ローターアクトとの合
同夜間例会」のお知らせ
です。

日　時：3月15日(金)18：30～21：00
会　場：当田屋
登録料：ロータリアン・アクト　無料
（ニコニコの方でよろしくお願いします）
登録締切り：本日中
　どうぞよろしくお願いいたします。

佐野直美　出席委員長
　本日は、24名の出席
数で、57.5％の出席率と
なっております。
　以上です。

追加でかかった総額は2231万円だったとい
うことです。2019年度予算案の衆議院通過を
巡っては午前2時ごろまで審議が続きました。
日本維新の会は不信任案などで徹底抗戦す
る慣習などが原因だとして、与野党ともに国会
改革に取り組むべきだと主張しました。
　変わりまして、政府は「親から子どもへの体
罰禁止」を明記した児童虐待防止法などの改
正案の概要を明らかにしました。政府が自民
党に示した改正案の概要には「親権者は児童
のしつけに際して体罰を加えてはならない」と
明記しています。また、親が子どもを戒めること
を認める民法の「懲戒権」について、改正法の
施行後5年をめどに具体的な措置を講ずると
しています。自民党・塩崎元厚労大臣：「これだ
け問題になっている時に、2年以内には答えを
出さないといけないんじゃないか。という意見
が相次ぎました。政府は改正案について自民・
公明両党の了承を得たうえで閣議決定し、今
国会での成立を目指します。次に櫻井参院議
員は、「総理にちょっと提案させて頂きたいで
す。虫歯を指摘された後に虐待を受けている
子どもたちは、ほとんど歯医者で治療を受けて
いません。未処置の歯の数が多いんですよ。
私はこのプロジェクトチームに歯科医師をもっ
と積極的に関与させるべきだと思います。」
安倍総理大臣：「虐待を未然に防止するうえに
おいても、今の印象としては有用なのではな

いかと考えたところでございまして、検討させ
て頂きたいと思います」また、安倍総理は児童
相談所などが把握している、虐待ケースの緊
急点検を8日までに完了することを明かしまし
た。善意の思いやり助け合いによって子供の
健やかな成長を願う社会になってほしいです
ね。
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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3月のレートは、1ドル＝110円です
（3月レート適用は、3月１日（金）以降に弊局口座へ着金対象）

酒井　芳則　会員

牧野　友美　会員

岩尾　顕治　会員

齊藤 多久馬　会員

窪田　健一　会員

梅田　吉臣　会員

大橋　良史　会員

孝久　治宏　会員

吉田　俊博　会員

小計 ￥      19,000　　
累計 ￥1,345,000

テーマ

編集：会報・ホームページ委員会

幹　事　報　告

卓話

福井県眼鏡工業組合理事長

小 松 原   一 身　様 「めがねのまち さばえの未来について」

牧野　友美　幹事
　今ほどご紹介がありましたが、ローターアク
トとの夜間合同例会の締切りが本日です。例会
後にまだ登録されていない方は、是非出席の
お返事をお願いします。

　地区大会の登録料が集められています。まだお済みでない方は、
会計コーナーまでお願いします。
　特急「しらさぎ」の存続への署名ご協力が後ろの机に置いてありま
すけれど、元ガバナーである元知事の栗田さんの方から川手会員の
方に連絡がありまして、「しらさぎ」存続への署名に協力してほしいと
いう事なので、理事会で検討した結果、クラブとして取り組むことに決
定しました。
　以上、幹事報告です。よろしくお願いいたします。

福井県眼鏡工業組合理事長　小松原様の卓話を楽しみに

〃

小松原君ロータリーへようこそ。入会考えてください

小松原様の卓話を楽しみに　

〃

〃

〃

〃　

〃

卓話者　紹介
　吉田　俊博　プログラム委員長
　本日の卓話者は、小松原一身さんです。
1958年鯖江市のお生まれで、25歳の時株式
会社ボストンクラブ（眼鏡デザインの会社）を
立ち上げ、2015年頑張る中小企業300社に選

出されました。経理理念は、「人と人を大切にして、独自の眼鏡文化を
築く」という大きなコンセプトがあります。その中でご活躍されて、他
業種との提携により新素材のめがねを開発される等、めがねの産地
さばえのリーダー的存在です。若手ですが、福井県眼鏡工業組合理
事長・福井県眼鏡協会副会長等を務られ、大変有望な方です。

　卓話者　小松原　一身　様
テーマ「めがねのまち さばえの未来について」
　1989年に平成がスタートして30年経ちまし
たが、変わった事を3つお伝えします。
①日経平均株価：38,957円→21,456円と約
半額になっています。

②世界時価総額ランキング50位以内：日本企業は15.6社→トヨタの
1社のみとなっています。
③GDP：日本は3兆549億ドル→4兆８721億ドルと、1.6倍になって
いますが、アメリカは3.4倍、中国は26.1倍になっています。2050年
には、日本のGDPも3位から7位になるという予想があり、人口も３千
万人くらい減る見込みです。その中で、日本の産業をどう存続させて
いくかを考えております。
　めがね産業が1905年にスタートしてから114年経ち、歴史を見ま
すと2000年（1200億出荷）をピークに現在約半分（600億出荷）とな
っているのが現状です。淘汰されながら何とか辛抱して残った企業
が踏ん張っています。鯖江のめがね産業も、全盛期には1万人ぐらい
いて、今現在5,308人、531か所で、6人に1人がメガネ産業に従事し
ています。私も、1984年にサラリーマンから独立したのですが、何故
始めたのかよく聞かれます。単純に自分が掛けたいめがねが世の中
になかったからです。当時はライセンスビジネスが全盛期の時代で、
作れば売れた、織屋さんでいえばガチャ万状態です。500ダースが納
品されると1日でさばけました。1980年代初めにチタン材でめがね
を作る事に成功しました。そこから産地も一気に拡大し、2000年迄
は景気の良い時代が続きました。その後は右肩下がりです。その中
で、めがねは視力矯正のメガネ道具からファッションアイテムに変わ

っています。流れが大きく変わったのは、「マト
リックス」という映画で、役者に合っためがね
デザインをオーダーしたことからです。行政で
は2009年に「東京ガールズコレクション」に
鯖江市が元気再生事業の一環として、市内の
めがね業者が有名アパレルブランドと共同製
作した新作めがねを発表したお陰で知名度も上がり、福井から来た
というよりも、「めがねのまちさばえ」から来ましたと言った方が分か
っていただけるようになりました。
　今までは良いものを作ると売れる時代でしたが、価格破壊が起こ
り多くの企業が生産拠点を中国に移し、国内では受注が激減すると
いう流れの中で、デザイン・品質・価格ルートを守りながら、プロモー
ション／マーケティングに力を入れています。誰に売ったか・誰が掛
けたか、広告も必要な物を必要な人に伝わる様にしています。テレビ
とかインタビューとかインスタ等にどんどん発信して頂いている時代
です。4つのオリジナルブランドで発信しています。限られた素材の中
で、付加価値の高い・価格競争の無い・世界でプレミアムな物作りが
出来ないかと言う中で、京都の西陣織メーカー（カーボンと着物の糸
を織っている）とコラボして西陣織カーボンフレームを開発しました。
高くても気に入って、生涯長く使う時代になり、付加価値が大事な時
代となっています。弊社は46都道府県で300店舗、海外は15ヵ国と
直接取引をしています。産地が生き残っていくためには、伝統と革新
（メガネの技術を横展開：楽器・医療器具・精密パーツ・家電）めがね
作りのノウハウと精密加工技術をイノベーションするのが大事と思
います。また、ウエアラブルデバイスと言って、めがねにいろんなアイ
テム（翻訳機能等）を付けたり外したりする機能も開発しています。
どこかのタイミングでパラダイムシフトが起こるかもしれません。スマ
ートフォンを見ていただけると分かると思いますが、ここ10年で大き
く変わったという衝撃的な事が、めがねにも起こるという可能性があ
ります。すでに中国で開発された「LLビジョン」は警察が掛けて、顔認
証で何万人の中から容疑者を見つけ逮捕しています。

　めがねデザイン授業・インターンシップ受け
入れ・大学との連携・京都精華大学とのコラボ
・めがねフェスなど、めがね業界への若い人達
の関心が高まるよう努力していますが、今後進
出してくる外資系大型眼鏡会社から、生き残れ
る策を模索中です。


