
次回の例会

シェカール・メータ 馬場 益弘

《 2021-2022年度   R.I. テーマ 》 クラブテーマ：ロータリーの原点を思い出そう。
 そして人生を語り合い、愛を語り合い、経済を語り合おう。

地区スローガン：活力と輝き
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寄付金の状況
 3月17日現在 累　計 目   標 

ニコニコ箱 0円 1,395,000円 3,000,000円
米山奨学金 0円 1,616,000円 2,492,000円
ロータリー財団 0円 2,423,740円 3,233,600円

ありがとうございました。

■  4月   3日(日)  
    地区大会(国立京都国際会館)
■  4月   7日(木)  
    栄誉行事/
    会員卓話(南　宏季会員)
■   4月 14日(木)  
    次年度クラブ方針発表
     (荻原  昭人会長エレクト)
■  4月 21日(木)  
    会員卓話(長谷川  英一 会員)

12 時 30 分 開会点鐘　

 会長挨拶

 委員会報告・幹事報告・その他

 会員卓話 ( 櫻田  貴美子 会員 )

13 時 15 分 閉会点鐘

今後の予定

■ 開会点鐘 ： 12時30分
■ 閉会点鐘 ： 13時15分

■ 会場：zoomによるオンライン例会
■ 栄誉行事・会員卓話 ( 南　宏季 会員 )2022年 4月 7日(木)
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会長挨拶

　暖かくなりました。朝の散歩の時、小鳥や草木の喜びの姿に接することで自分も元気を貰います。
福井ロータリークラブの皆様も社員共々、春の喜びの中におられることでしょう。この幸せな時を喜ば
ずして何時喜ぶのでしょうか。毎日が戦いの日々にお過ごしであれば、なおさら今日もありがとうござ
いますという気持ちが元気を振るい起こせるのではないでしょうか。その意味では格式と伝統の我が福

井ロータリークラブは元気を貰う良い場所ではないでしょうか。前向きに生きて参りましょう。お互いに話し掛けましょ
う。皆さんが同じ気持ちでおられるのですから。

　さて、今日は、名言集の３６を学びましょう。水五訓です。
１．自ら活動して他を動かしむるは水なり。
２．常に己の進路を求めて止まざるは水なり。
３．障害に逢いて激しく勢いを倍加するは水なり。
４．自ら清くして他の汚濁を洗い清濁併せ入るを量るあるは水なり。
５．洋々として大洋を発し蒸気となり雲となり雨となり、雪、霰と化し凝しては、玲瓏たる鏡となり、而もその性を失
　　わざるは水なり。

　誠に意味深い言葉ですね。
　自分の存在を考え、社会を考え、働く喜びを失わなければ水のように生きていることになる
のではないでしょうか。この福井ロータリークラブの会員であることに誇りを持ちこの例会を
人生の道場として自分を高める努力を重ねて参りましょう。そうすれば、優しさが生まれ和顔愛語に生きることが出来
ましょう。皆から慕われ事業も社員共々上手く行くことでしょう。
　皆様の弛まない努力を祈りながら会長挨拶と致します。

2021-22 年度  会 長
山内  鴻之祐
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ヒンドゥー教の世界　ダルマ・アルタ・カーマをロータリーの
皆様に伝えたくて。 ( 山内鴻之祐 )
昨日、次年度米山奨学生のシャさんと、面会しました。
 ( 木瀬雅博 )
須賀原和広・辻恵利子
 各　君

世界に平和がきますように。 ( 山内鴻之祐 )
世界が平和になりますように。 ( 岩﨑　新 )
北島　恬・宮﨑茂和
 各　君

春の訪れの真白な神の広間を美しいとなつかしく思いながら。
 ( 山内鴻之祐 )
長谷川さん、卓話ありがとうございました。飯守さん、嶋田さ
ん、田中さん、お世話になりました。新天地でもお元気で！
 ( 浅井正勝 )
3 年間、本当にありがとうございました。福井ロータリークラ
ブの益々のご発展と会員の皆さまのご健勝を心より祈念してお
ります。 ( 飯守　禅 )
長男が高校卒業、そして大学も決まりました。春から「京都の
大学」（京都大学ではありません）に進学します。 ( 後藤正邦 )
3月末で福井を離れることになりました。2年間と短い期間で
したが、本当にお世話になりました。 ( 嶋田浩幸 )
卓話ありがとうございました。 ( 辻橋清和 )
伝統と格式のある福井ロータリークラブでの卓話の機会を頂き
ありがとうございました。 ( 長谷川智洋 )
【配偶者誕生日御祝】岩﨑　新
【結婚記念日御祝】北島　恬
 各　君

ロータリー財団増進特別寄付金

米山奨学特別寄付金ニコニコ箱

３月は「水と衛生月間」です。 － 世界の「水と衛生」の現状を知り、持続可能な開発目標 (SDGs) に奉仕しよう 。  －

2022年3月31日　第3484回本日の例会

委員会報告
国際奉仕担当　長田  裕美 理事
　国際奉仕委員会よりご報告申し上げます。
　今年度計画しておりました、「外国人技能
実習生交流会」を中止といたします。

　前年度から引継ぎを受けまして今年度は何とかして渡辺委
員長を始め、みんなで取り組みを行い工夫を考えましたが、
オミクロンの感染拡大には勝つことができず断念する事と致
しました。
　素晴らしい事業だと思いますので、次年度ご検討頂ければ
と願っております。

環境保全委員会　坂本  安夫 委員長
　既にご参加予定の皆様にはご案内済みで
すが、3月 20 日 ( 日 ) に開催予定しており
ましたドラゴンリバー交流会「足羽川清掃

活動」ですが、県の新型コロナ感染拡大警報が 3月 21 日ま
で延長されている事、そして実際に感染者の高止まりが続い
ている事、また、例会もオンライン例会になっている事から
判断しまして開催はされますが、福井ロータリーとしては清
掃活動の参加を取りやめると言う判断をさせて頂きました。
　これで3年続きの中止または不参加となっておりますので、
ぜひ来年のご参加をお願いしたいと思います。

オンライン例会 (zoom)

幹事報告

3月 15 日 ( 火 ) の朝から、所謂「なりす
ましメール」が一部会員さん宛に送られ
ていることが判明しました。Emotet（エ
モテット）と呼ばれるウイルスの可能性
が高いと考えます。

　タイトルや送信者の表示を見ると、ロータリーや実際の
会員さんの名前が表示されており、ロータリー関連のメー
ルのように見えますが、実際は全くの第三者から送信され
ています。メールに添付されているファイル（ワード・エ
クセル等）を開いたり、メール本文にあるリンクからダウ
ンロードされるファイルを実行するとそのファイルに含ま
れるマクロを有効化するよう促す内容が表示され、マクロ
を有効化してしまうことで Emotet に感染することがあり
ます。
　実際に送られたメールを参考までに共有します。多い会
員さんで 50 通を超えるなりすましメールと思われるもの
が届いているようです。

　感染を防止するためには、①自身のパソコンのOSのセ
キュリティや導入されているセキュリティソフトを最新に
していただくこと、②メール本文のリンクをクリックしな
いこと、③添付ファイルを開かないこと、④送信元の確認を
していただくこと、が重要です。
　今後もロータリーからのメールもお送りしますが、送信
元のメールアドレスを確認していただけますようお願いい
たします。
　ロータリーからのメールは、「info@fukui-rotary.com」
から送信します。
　なお、3月 15 日の 9時 48 分に「なりすまし等によるウ
イルス付きメールへの注意について【要確認】」とのタイ
トルで事務局から会員宛に注意喚起のメールをお送りして
いますのでご確認ください。
　これまでに送られたメールの添付ファイルを開いてし
まったなど、感染が心配な方は、エモテット専用の感染確
認ツール「EmoCheck（エモチェック）」は、JPCERT/CC
（ジェーピーサートコーディネーションセンター）から公
開されていますので、お試しください。

幹  事　浅井　正勝



● 現在会員 138名
● 出席者 63名
● 欠席者 57名
● 出席免除者欠席 18名
● 今回例会出席率 52.5％

● メークアップ 31名
● 欠席者 36名
● 修正出席率 71.2％

  2 月 24 日

 2022 年  3 月 17 日　　第 3483 回 　【オンライン例会】

退会の挨拶

例会報告

会員卓話

　弊社の起源と歴史でございますが、株式会社ＪＴＢの前身は渋沢栄一さんご発意でもある外国人観光観光
客誘致機関『喜賓会』が起源となり発足をしております。『逆境の時こそ、力を尽くす』の精
神もとコロナ環境下もなんとか持ちこたえております。スタートこそ国の機関として役割で
はございましたがその後、日本交通公社、そしてＪＴＢとして民間企業として変貌を遂げて
おります。また 2022 年 3月 12 日が創業 110 周年でございました。皆様に支えられての今日
でもございます。本当にありがとうございます。
　ご存知の通り旅行業界及び弊社はコロナ環境下による未曽有の危機に直面しました。失っ
た物も沢山ありますが逆に得たのものもたくさんあり３つの視点を持つことができるように
なりました。ＤＸの進化：10 年先の未来を持ってきた、原点回帰：自らの企業・組織の社会
的な基盤はどこにあるのか、次世代へのデザイン：新たな時代（ニューノーマル）とは、何
かを見極める。では現状はどうであったか？
　国内・訪日も含めて旅行需要は消滅しました。そこで政府主導で観光支援施策が実施をされましたが、2020 年 1月をコロ
ナ影響前の 0ベースとして、Goto トラベルが施行された 7月～ 12 月を見てもらえると大きく復調したと思われていたと考え
る方も多いと思いますが実情は大きく乖離しておりました。訪日外国人についても別紙の通りでマーケットは消失したことが
一目でわかります。いずれもデータで見る一目瞭然です。
　しかしながら、社員を抱え店舗を運営していくことには変わりはなく通常業務が全く機能しないまま、法人部門、個人部門、
提携販売部門支援への取り組みを模索していました。別紙にて主な営業内容を記載いたしました。管理体制が変わり現在は県
下の全ての業務を小職が統括管理を行っておりますので、過去の福井支店（法人）だけを管理下においている昨年とは責任に
重みが違いかなり悩んだのは事実です。先ずは、人流に左右されずに収益をあげる、お金の流れはどこからどこへ？社会課題
は？世の中のお困り事は？そして原点回帰し、私たちにできるスキルとノウハウは？お客様に正確にご案内する、システムを
使っての予約、電話対応、など業務に親和性の高い委託事業がたくさんある事に気が付きました。ワクチン接種事業、観光支
援事業、持続化給付金事業など顧客接点が必ず存在し高いホスピタリティーが求められる、多くの人を動かす組織マネジメン
ト力、デジタル基盤の上に人を活用する、つまりは、ツーリズム産業との親和性が高く能力を発揮しやすい。長年培ってき経
験や実績、持ち前の能力の使い方を完全に変えました。実数値は控えますが結果的にコロナ前より増収増益となり福井支店開
設以来の過去最高益となりました。大きな変化を実行しましたが、信じてついてきてくれた社員には感謝しかありません。
　ではこれからに向けてどんな未来を創造し、実行に移していくのか？共通キーワードは６
つあり交流、イノベーション、環境、ＤＸ，危機管理、ＳＤＧ’Ｓをあげさせていただきました。
この観点を意識しつつ、競い合う競争社会から共に考える共創社会への方向転換を実施して
いこうと考えています。時間の関係上、イノベーションのみ説明をさせて頂きます。イノベー
ティブにはデジタルは必要不可欠であります。図のように現状も旅は既にデジタルの中で進
んでおり『デジタル』＝最新テクノロジーではなくこの分野もある一定の領域ではかなり激化
したレッドオーシャンゾーンに突入しております。私ども言えばＯＴＡの土俵のみで勝負を
行えば勝てる限りなく 0％に近い。ゆえに考え方を変えていかなければなりません。今まで
の県庁所在地の地域支店の役割は、主にその地に起点に居住するお客様の旅行手配でありま
した。独自で商品を作ることもなく、来県されるお客様への対応を行うこともありませんでした。しかしながらこれからの役
割は、福井発のお客様に加えて福井着のお客様へのお客様への対応も実施していきます。つまりは、地域で既に造成されて商
品の販売、地域商品の造成、も製販一体の形で行います。これは日本を訪問する外国人観光客にも対応します。『仕入商品企画』
『発着』『内際』でより地域に貢献できる企業へ変化していきます。県内から考え方（営業スタイル変革）を変え、日本と海外
へマーケットを広域に変える事でビジネスの幅も広げる、そしてデジタル基盤でつないだお客様を『人の価値をのせる』ＯＭ
Ｏ＝デジタルとアナログを融合させる二項動態の実現に結びつけます。例としては熊本にある旅のコールセンターで販売ス
キームのＷＥＢ版を福井支店でも行います。またさらにお客様満足度を上げるために 47 都道
府県の旗艦支店に福井県観光コンシェルジュを設置し誘客体制の強化を図ります。
　弊社では人材ではく人財と表記をします。人は材料ではなく人こそ宝（財）であるという
社の意思表示でもあります。故にデジタル基盤の上でヒューマンの価値を活かすイノベーショ
ンを 4月より実行します。そのためには大きな仕掛けも必要になります。北陸新幹線延伸開
業に向けて弊社が実施予定の国内旅行活性化施策でございます。簡単に申し上げますと日本
だけでなく世界中のＪＴＢネットワーク、販売チャネルをフルに活用した集中誘客施策を実
施します。ここが１つの起点になります、この誘客においては 2023 年から同業他社、北陸 3
県の連動で実施を予定しております。一時的な集客を行うキャンペーンではなく、継続的な
誘客につながるブランディングへつなげていく事を最大の目的としております。まだまだ厳
しい時代は続きますが今の努力が正しく未来に向けてつながっているのか？不確実性などＶ
ＵＣＡ時代とは言われ『未来を予測するのは難しい』と言われておりますが『未来を創り上
げる努力』できると思います。例えば、2025 年大阪万博が渡航往来の大きな起爆剤になると
どのような未来を創り上げようか思案し始めております。
　福井県は、図のように東京・名古屋・大阪をつないだゴールデンルートに加えレーインボー
ルと言われる新しい観光経済圏の中に属しております。弊社のリソースを最大限に活かし、
共創し頂けるビネネスパートナーを広く募集しております。明るい未来に向けてともに歩み
を進めていきましょう。以上、ご清聴ありがとうございました。

長谷川  智洋 会員

飯守　禅 会員

　飯守でございます。この度の弊社の定期人事異動に伴いまして、本当に残念ではございますが、3月末をも
ちまして退会せざる負えない事となりました。
　着任以来 3年間ですが、皆様には一方ならぬお世話になりました事、心より感謝申し上げたいと思います。

本当にありがとうございました。
　思い起こせば 3年前の 2019 年４月ですが、私が福井へ着任早々、正確に言いますと福井ロータリー正式加入前ですが、友
の輪会、更には野球部での京セラドーム遠征試合にもお誘い頂きまして、いきなり皆様に暖かく受け入れられた事、今でも忘
れることはありません。言いかえれば、福井ロータリーが私の生活の始まり、福井の生活の始まりだったと思います。
　その後も、例会はもちろんなのですが、炉辺会談や各種の懇親会、クリスマス例会だとリーチマイケルをやらせて頂いたり、
鬼滅の刃のあかざになりきらして頂いたりと、実に多くの機会を通じまして福井を代表する経営者の皆様方と幅広く、何より
も楽しく交流させて頂いたことは、私の福井生活の大きな基盤になったと言っても過言ではないと思っています。本当に福井
ロータリーで素晴らしい方々と出会って、とてもフランクにお付き合いを頂いた日々を私の人生と言うものに位置付けても貴
重な経験、財産だったと考えております。福井に来て本当に良かったと、皆さんに会えて本当に良かったと思っております。
　4月から北九州の支店長として福岡県北部を担当する事になります。北九州の生活に置きましても、この福井ロータリーで
育てて頂いた御恩を忘れずに、福井を私の第二の故郷として、今後の福井の発展にお役に立てる事に力を尽くして行きたいと
考えています。
　改めまして、これまでの皆様方からのご厚誼に心から感謝を申し上げますと共に、今後とも末永いお付き合いを頂きます様、
何卒宜しくお願い致します。3年間本当に有難うございました。

嶋田  浩幸 会員

　三井住友海上の嶋田と申します。1年半という短い間でしたけれども本当にお世話になりました。浅井幹
事からお話があった通り、飯守さんと同様私も 3月末で福井を離れて東京へ行く事になりました。
　2020 年の一昨年の 7月ですが、平野社長と日銀の中村所長に推薦者になって頂いて、弊社として、これま

で福井ロータリークラブに加入してなかったのですが、私が新規加入者として何もわからないまま皆さんに色々教えて頂きな
がら齟齬させて頂きました。
　考えてみれば 2年前、東京から来たのですが、コロナが始まった時にこちらに来てコロナが終息しないまま福井を去るとい
う事になりましたものですから、本当に福井ロータリークラブの楽しみであったり、皆様とのご縁と言うのも中々作り切れな
いまま、不完全燃焼で福井を離れることになった事、本当に残念だと感じております。そんな中でも 1年半親睦委員として活
動させて頂きました関係で、本当に様々な思い出が作れたことがせめてもの救いだと思っています。
　親睦委員会に入った当初は、「50 も超えて色々やる事があるのだなぁ」と困惑した部分もあったのですが、本当に親睦委員
と言う中で会食する場面があったり、先ほど飯守さんも言われておりましたが、イベント事で皆さんと一緒にやったという事
がせめてもの救いであって、本当に楽しい思い出が出来たと思っています。
　先ほど申し上げた通り、私は 4月から東京の方へ行く事になりますので、皆様も東京の方へ来られる時があれば、ご一報頂
ければぜひご一緒させて頂きたいと思っています。私の後任は、澤田と言うものが福井支店長として 4月 1日に着任するので
すが、4月以降また福井ロータリークラブには引き続き加入させて頂きたいと思っておりますので、引き続き宜しくお願いし
ます。
　今後の益々の福井ロータリークラブの発展と皆様方のご多幸をお祈りしまして私の挨拶とさせて頂きます。本当に 1年半の
間でしたけれどもありがとうございました。

田中  成治 会員

　北陸電気工事福井支店の田中でございます。一昨年 4月にコロナ禍と共に金沢から福井の方へ参りまして、
本当に規制の多い中で仕事もそうですし、ロータリークラブにおいてもせめて手をつないで歌を歌うような
場面に巡り合いたかったと思っております。

　私 3月末をもって地元金沢へ戻ります。サラリーマン人生としては、今もう 63 歳ですので、あと数年だと思っておりますが、
地元で自分のやるべき事をしっかりやって行きたいと思っています。
　友の輪会等では、芦原ゴルフの素晴らしいゴルフ場でもプレイさせて頂きましたし、また、福井ロータリークラブの皆様も
優しく接して頂いたことにより、私自身たくさんの思い出が出来たと思っております。皆様の益々の今後のご健勝をお祈りし
ております。
　最後に私の後任は、専田と言うものが私の後輩ですが金沢の方から参ります。　私より身長 180cmで体重がおそらく私よ
り 30 キロくらい多い大男です。皆様、可愛がってあげて頂ければと思います。本当にありがとうございました。

演  題 「ニューノーマル時代における ツーリズム産業」
　　～コロナ環境下の中、現場では何が起きてるのか？ 旅行業界の今を、未来へとつなぐ新しい挑戦へ！～
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