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2014〜2015年度
国際ロータリー第2760地区

2014〜2014年度
名古屋瑞穂ロータリー会長のテーマ

Light up Rotary
ロータリーに輝きを

ガバナーのテーマ
集まろう・語ろう・楽しもう

感謝の気持ちを持って、
ロータリーライフを楽しもう

〜職業奉仕月間・米山月間〜

第13回

会 ： 大嶽達郎会場副委員長

斉

唱 ：「君が代」
「奉仕の理想」
ス

ROTARY CLUB OF NAGOYA MIZUHO

2014〜2015年度
国際ロータリーのテーマ

クラブテーマ：
「熱田の杜・友愛・気品」

司
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Weekly
Report
宮澤 伸光さん
本多 清治さん
・ 2週間に渡り、
イグアス・マチュピチュ・ナスカ地上絵を見に行って来ま

会長挨拶

伊藤

した。
素晴らしかった！！遠かった！！
岩田修司会長

先日、名古屋中ロータリークラブの45周年に行

豪さん

・ 今日午後7時から、
電気文化会館コンサートホールで江口さんの娘さ
んのピアノリサイタルがあり、
聴きに行かせていただきます。
平野 好道さん

ってまいりました。
中電ホールで行われたわけでご

・10月は職業奉仕月間です。
本日卓話よろしくお願いします。

ざいますが、
『多民族共生社会を目指して』
というテ

鶴田

ーマで、北海道教育大学の藤巻秀樹先生の講演と

浩さん

・ 岩田会長、
松波SAA、
先日はごちそうさまでした。
ありがとうございま

パネルディスカッションが行われました。一般人の

湯澤 信雄さん

した。

方も入場可という事で、会場は満員でした。
また、

・ 先日は、
梅村さんにお世話になりました。
お陰様で快適な生活をさせ

パネルディスカッションには、大村秀章愛知県知事

関谷

ていただいております。

も参加されておりました。
それでは今なぜ移民問題かという事でございますが、人口減少問題で
あります。2012年の日本の人口は1億2700万人でございます。2060年
には、
このままの状態でいきますと、8700万人となり、2110年に4300
万人になるということであります。
また、
日本経済は2030年にはゼロ成長
からマイナス成長となり、2050年には日本経済は世界で5位となり、生活
水準が今の水準から2割程度低下するとのデータが出ているそうでござ
います。
また、社会保険の水準を維持するならば、消費税25%に上げる必要が
あるとのことであります。今日本では、建設・造船労働者・介護・農業・水産
業のみならず小売りチェーン店等でも、人材難に直面しております。現実
的にユニクロなどでは、先手を打ってパートさんで正社員になりたい人は
正社員にしたり、
また居酒屋チェーンでは店を閉鎖せざるを得ないところ
が出てきたりしております。
もちろん雇用のミスマッチもあるとは思います
が、原因は少子高齢化と人口減少でございます。
今の世界人工は72億人でございます。移民の人の人口比率を見てみま
すと、
スウェーデンの15.1%、
ドイツ13.1%、米国13%、英国12%などと
なっており、
日本は現在1.8%であります。
日本が今から移民を毎年20万
人受け入れると、100年後も1億人の人口を維持できるということでござ
います。大村知事が国会議員の時代から、
この議論はされておりますが、
なかなか結論が出ない状態だそうでございます。確かに、賛否両論あり、
本当に大きな問題だとは思いますが、
皆さんはどうお考えでしょうか？

・ 10月6日は私の誕生日です。

山口 哲司さん

・ 鶴田さん、
本日の卓話宜しくお願いします。

・ 髙須幹事他、
ガバナースタッフの皆様毎日ご苦労様です。

ト : 交換留学生 Lea Stalderさん

ニコボックス

・ 本日、
鶴田さん、
卓話がんばって下さい。

森裕之ニコボックス委員
髙木

勝さん

・ 先月9月26日は私の誕生日でした。
55才です。
今日は交換留学生のリ
アさんをゲストで連れて来ました。
よろしくお願い致します。
大嶽

俊征さん

・ 今日は朝から堀田の空港線の真ん中でエンコしていた2トントラック
をもう一人の男性と共に道路の端まで押していい汗をかいてきまし
田中

た。
とても良い気分でした。

森

・ 酒井さん還暦のお祝いありがとうございました。

宏さん
裕之さん

10月誕生日おめでとう
髙木

勝さん 梅村 昌孝さん 西本

哲さん

出席報告

森裕之出席委員

会員63名 出席37名 （出席計算人数43名）
出席率 72.5％

9月 25日 は補填により 93.8％

幹事報告

堀慎治幹事

にて第4回理事
ヒルトン名古屋9階「ことぶきの間」
・本日13：40より、
会を行います。
に
ヒルトン名古屋4階「桜の間」
・次週10月9日(水)12:30から14:00、
て職場例会を行います。
・ロータリー希望の風奨学金及び広島豪雨災害義損金の協力について
お礼状が届きました。

委員会・同好会報告
R情報委員会:天野正明委員長
新会員研修委員会を12月4日に開催します。新会員の方は、酒井さん、
星野さん、宮澤さん、森さんの計4人で行います。会長、幹事、会長エレク
オブザ
クラブ奉仕委員長と我々ロータリー情報・研修委員会、
ト、副幹事、
ーバーとして昨年の佐治さん、田中宏さんにも出ていただきたいと思いま
す。昨年と同じくRLI方式で行いたいと思います。新たに作成した問題集、
みどりの教科書をお配りいたしますので、十分勉強した上でご参加いただ

達郎さん

きますようお願いいたします。

す。10月の終わりに神宮外苑で開催します。名古屋は今お休みしているの

米山功労者表彰

ですが、松坂屋の社長の岡田さんも入って、
もう一度立ち上げようと動い

岩田修司さんと堀慎治さんが米山功労者マル

ています。
そういった動きから、名古屋のインテリアショップ14店舗で名

チプル感謝状を授与されました。

古屋を活性化させていこうという集まりも作りました。色々な社員が集ま
る事で刺激し合い、社員教育としても行っています。
みんなでプロモーシ

卓話

ョンして、地域の生活文化を上げようとするのが、愛知インテリアショップ

鶴田 浩さん

職業奉仕月間 〜職業奉仕を考える第1章〜
みなさんこんにちは。今回初めて委員長をさせて
いただきました。職業奉仕委員会ということで、諸先
とんでもないことだ
輩の前で職業奉仕を語るとは、
なと思います。次週、深川純一さんという方の、職業
そ
奉仕についての素晴らしいお話が聴けますので、
あまりお話もでき
そして、
の露払いとして少しだけお話をさせて頂きます。
ないので、前回地区の職業奉仕の会合に出たときに拝見しました国友さ
よろしくお
んの素晴らしいDVDをご覧になって頂ければと思いますので、
願いします。
この国友さんのお話を、具体的な事例をもってお話
深川純一さんには、
して頂けて、本当に感銘を受けまして、今回深川さんを紹介する事になり
ました。
せっかくですので自分がやっていることを少し職業奉仕に
残りの時間、
お話をさせて
照らし合わせてイニシエーションスピーチではないですが、
頂きたいと思います。
弊社はインテリアを中心とした小売りをさせて頂いています。私はもと
もと、建設業の世界におりました。それから小売業に転身しました。建設
業というのは、競争の中で皆さんから合い見積を取ったりして適正な価格
そうではありません。入って驚い
当たっていきますが、小売業は、
を出して、
いわゆる
当時二重価格がありました。
たのですが、家具業界というのは、
それに売価というものが
下代という仕入れ価格と、上代という売り価格、
と思いました。掛け率が高く、定
「なんだそれは? 」
ありました。定価と売価、
価を安く設定して、値引きをして売るというのが家具業界の常識でした。
それは、値引きを求めない人は高く買い、値引きを求める人は安く買える
まず売価のみの
そこがとても腑に落ちませんでした。私は、
ということで、

コミニティーです。
あとは、東別院を再生しようという活動もしていたり、NPO法人メイド
インジャパンプロジェクトというのを9年前に始めまして、10年後の日本
のものづくりのために、伝統工芸品・伝産品を中心としたものづくり、地域
のものづくりネットワークを作っていこうという活動もしています。
メイド
インジャパンプロジェクトは、現在愛知から東京に本部を移し、岐阜・沖
縄・滋賀とだんだん立ち上がってきているところです。新しいデザインを入
れて、
ものを作って流通をさせていこうという事業をここ5年させて頂いて
います。
まさにほとんど奉仕です。
お隣の岐阜県では、
メイドインジャパン事業を立ち上げて2年で、
デザイ
ナーウィークで岐阜の優れたものを名古屋のショップでテストマーケティ
ングしようという話があり、
そこからずっと岐阜県とのお付き合いしていま
す。岐阜県から店をやってくれと依頼があり、26日に岐阜のアクティブGと
いう駅の中で100坪の店を岐阜県の委託事業として行うことになりまし
た。
まさに岐阜の人が誇りを持てる、
そんなライフスタイルショップです。
こ
れは日本中探しても無い店です。
ライフスタイル全般が100坪の中で、上
質に見えるお店を作っています。岐阜の人が本当に誇りを持てるお店
「THE GIFTS SHOP」
となっています。岐阜には七大産業があり、家具・
刃物・和紙・陶磁器・プラスチック・食品まであります。
お酒に関しては、岐
阜の50蔵全てをここで購入できます。岐阜の事業者の為のお店になって
います。
是非、
岐阜にお越しの際は、
寄って頂ければと思います。
次週深川さんに具体的な事例をもってお話頂きますので、皆様ご出席
をお願いするとともに、深川さんにその後1時間ご都合頂いていますので
若手の方は職業奉仕について深川さんに質問して、勉強してください。
ご
清聴ありがとうございました。

来週の近藤ガバナー公式訪問予定
10月13日(月)

体育の日

10月14日(火)

豊橋北RC

どう
日本のものを多く売っていますので、
弊社ではヨーロッパのものや、

10月15日(水)

豊川RC

みなさんの価値観を少しでも変えるため
しても高価になってしまいます。

10月16日(木)

豊田RC

あるインテリア小売り
に、生活文化を上げなければいけないと思います。

10月17日(金)

安城RC

そんな風に適正な価
ですので値引きはしません。
ワンプライスにしました。
格をしっかり守って、小売り活動をしています。

業者さんのように、中国からゴミを運んできてそれを売っているような業
もう少し皆さんに愛着をもってもらい長く使ってもらいたい、
界ではなく、
そんなことを思っていろんなことをやっています。
また建築からインテリア
現在お店が4軒あり、最近5軒目を開きました。

例会のご案内
■今週の行事

また、
まで一貫して行うという、そういうビジネスモデルで行っています。

ら、先ほど述べました地域の生活文化の向上をしなければいけないという

卓 話 講 師 ： 第2680地区パストガバナー
深川純一さん

日本、一部アジアの総代
輸入もしてます。特にスペインとデンマークの物。
そういったことをしなが
理店として全国450店舗くらいに卸しています。

10月9日
（木） 職場例会

テ ー マ ： 真の職業奉仕とは！
■次週の予定

ことで、10年ほど前に東京デザイナーズウィークという団体と提携して名

10月16日
（木）
内

〜美しきフルートデュオ〜

みんなで集まってい
古屋でデザイナーズウィークというのを始めました。

演 奏 者 ： 阿部由佳さん 山田舞子さん

みんなで切磋琢磨して顧客を回しなが
ろんなショップ30数店舗集まり、

山田愛子さん

ちゃんと上質なインテリア空間をみなさんに訴求しようというイベント
ら、
みなさん御
この東京デザイナーズウィークの理事も私がしています。
です。

容 ： ランチコンサート

■次々週行事

10月23日
（木） なごやか例会

存知の方もいらっしゃると思いますが、森ビルの副社長さん、茂木健一郎

場

所 ： ヒルトンホテル名古屋4階
「桜の間」

さんや小山薫堂さんなどの著名人との方々と組んで、年に2回行っていま

時

間 ： 12:30〜13:30

