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本日出席会員 31名 

 メークアップ（前々回） 1名 

 出席率（前々回補正） 79.17% 

ロータリーソング「我らの生業」 

ビジター：武生府中 RC  

上嶋俊義会長、野﨑浩嗣幹事 
      

会長挨拶 第 69 代会長 河嶋 一               

先月末、京セラや KDDIを

創業し、経営破綻した JAL

を立て直したカリスマ経営

者稲盛和夫氏がお亡くなり

になりました。 

全国の若手経営者を集め、

盛和塾と言う勉強会を立ち上げ、経営指南もしてお

られました。当クラブの会員も盛和塾に入塾され経

営者の方々と日々経営問答をされていた方も多いの

ではないかと思います。 

私自身もしばらくお世話になりましたが、稲盛塾

長の人生の方程式という考え方は今でも頭の片隅に

あります。「どんなに優れた能力や熱意があっても考

え方を間違えたら駄目ですよ。ビジネスの考え方は

人として正しいか正しくないかを基準にしなさい。」 

過去にさかのぼると、経営の神様と言われた松下

幸之助さん、本田宗一郎さん、盛田昭夫さんなど素

晴らしい経営者の方々がいらっしゃいました。昨今

成功している著名な若手経営者をみていると、経営

者の人間味が見えない、儲かれば何をしてもいいと

いう風潮があるように思うのは私だけでしょうか？ 

今回再度、職業奉仕の勉強会を開催させていただ

きます。ロータリーの基本は職業奉仕であると思っ

ています。今回は宴席がありません。勉強会参加後

お弁当を持ち帰っていただきます。 

本日の卓話は河合会員、前田会員で当クラブでは

若手の方です。今の若手経営者の方が何を考えてい

るか勉強したいと思います。 

本日は宜しくお願いします。 

武生府中 RC 挨拶 上嶋俊義会長                 

例年ですと、7 月にお伺いす

るところ、今月になったことを

お詫び申し上げます。 

当クラブは 4 年後に 50周年

を迎えます。会員は 25 名とな

り、会員募集に知恵を絞っています。理事の人数や

委員会を再編しました。 

今年のテーマは「ロータリーの活動を通じてさら

に友情を深める」を掲げています。メイン事業を会

長が変わるたびに変えて来ましたが、継続事業とし

ました。武生クラブとは良い関係を築きつつ、刺激

し、励まし合う関係を切に願っています。 

プログラム                           

≪新入会員卓話≫ 河合洋典会員 

「最近の原油情勢と我が社について」 

最近の原油高、為替の円安も

伴って大変厳しい状況のなか、

石油の価格はどのように決ま

っているのでしょうか。 

原油は先物商品で、世界中

で消費国が原油を取り合いしています。指標となる

のがアメリカの WTI、中東のドバイ、イギリスの北

海ブレント。取引は１バレルあたりドル決済で１バ

レルは 159L です。 

同じ石油なのにどうして価格が違うのでしょう

か？それは原油といっても産地によって品質が違う

のです。ガソリンや軽油が多く取れる軽質油と重油

などが多く取れる重質油があり、高く取引されるの

は軽質油。代表的なのがドバイのアラビアンライト、

アメリカのシェールでロシア産は重質油です。 

３０年間の WTI の年平均推移を見てみると、史上

最高値は２００８年に 147 ドルをつけましたが、現

在いかに異常事態になっているかわかると思います。 

さて、世界から日本の話をしますと、現在のガソ
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リン価格は全国平均で１６９円です。ただし、今年

１月から始まった激変緩和補助金がないと２０６円

になり、約２０％上昇します。 

現在、１６８円を基準に３６円の補助があり、こ

れまで１兆８０００億円以上が拠出されており、激

変緩和としては一定の効果はあると思います。今月

末の終了から年末まで緩和策の延長が発表されまし

た。 

ちなみに、補助金はメーカーに入っており、ガソ

リンスタンド業者には１円も入っていません。 

さて、脱炭素の潮流もあり、このような状況の中

で、我が社はどういうポジションを取っているかと

いうと、会長が社長に就任した４０年前から脱エネ

ルギーを掲げ、異業種、他分野への進出を進めてき

ました。 

当時はエネルギー収益が９割を占めていましたが、

現在はエネルギーの収益はグループ全体の約３～４

割になっています。 

コロナ禍において事業のポートフォリオを見直し

ておりますが、新業態や新分野に積極的チャレンジ

していこうと思っています。 

 

≪新入会員卓話≫ 前田武彦会員 

「5 大 SNS からみえる Z 世代向けインナーブランデ

ィングについて」 

中小企業にホームペー

ジの概念が定着し十数年。

時代は変化し、今やSNS全

盛期。我々企業も、SDG‘ｓ

やカーボンニュートラル

など社会との関わり方や、

企業としての存在意義を求められる時代になりまし

た。 

ここ最近はアメリカ発祥のパーパス経営を軸に、

企業としてインナーブランディングを積極的に行う

傾向が多く見えるようになり、各社ＳＮＳを駆使し

て、積極的に社会への情報発信を行っております。 

今やインスタグラムは、ＳＮＳの中でも、頭一つ

飛びぬけた存在で、その多様性ある機能から、様々

な宣伝効果を生み出し、企業価値の創出に必須アイ

テムとなりました。 

今、学生や社会は、インスタグラムを情報源とし

て企業選定を行う傾向にあり、学生は、自分たちが

働く企業にたいして人生伴走型ととらえ、「働く＝人

生の充実＝企業価値とのマッチング」と、リンクさ

せる傾向も多くみられます。 

ＳＮＳを軸としたパーパス経営は、ロータリーク

ラブにおいても同様に効果を発揮すると考えます。 

我々ロータリークラブとしての価値を、地域や社

会に、どのような価値で存在するのか明記し発信す

ることで、より多くの賛同を得ることができ会員拡

大へと繋がるのではないでしょうか。 

中小企業における福利厚生の一環として、インナ

ーブランディングの強化、そこからアウターブラン

ディングでの社会への意思表示。 

時代は今まさに、コロナを経て、新しい時代を歩

み始めています。ＳＮＳから新しい時代を生き抜く

ヒントが溢れています。 

ニコニコ箱・・・ 46,500円 累計 332,500円           

・今年度お世話になります。よろしくお願いいたしま

す。【武生府中ＲＣ 上嶋俊義会長・野﨑浩嗣幹事】 

・府中 RC 上嶋会長、野﨑幹事ようこそ。河合さん、前

田さん卓話お願いします。  【河嶋一】【柿谷好彦】 

・卓話ご苦労さん           【河合敏一】 

・源氏物語アカデミーが 10 月 21 日～23 日 2 年ぶりに

再開されます。ロータリーの皆様のご出席をお待ち

しております。            【奥村 忠】 

・河合さん、前田さんよろしく！     【野田義弘】 

・新入会員卓話 河合会員、前田会員よろしくお願い 

します。     【三村昌之】【橋本勝利】【有定静子】 

・お久しぶりです。           【井上常宏】 

・河合敏一会員様、三村昌之会員様、桶谷三枝子会員

様、有定静子会員様、4 氏は武生ロータリークラブ有

志として、コロナ禍で様々な我慢を強いられてきま

した、越前市内私立幼稚園 4 園の園児一人一人にク

レヨン 20 色 1 セット、用紙 20 枚と各園に絵本 1 セ

ットご寄贈いただきました。今後子ども達の創作活

動に生かさせていただきます。4園を代表して衷心よ

り御礼申し上げます。  【丈生幼稚園長 市川隆成】 

・河合さん、前田さん今日は頑張って下さい。 

            【桶谷三枝子】【鷲田文枝】 

・暑い中皆さんご自愛を        【渡辺岳史】 

・河合さん、前田さん本日はありがとうございます。 

                   【杉本正一】 

・卓話よろしくお願いします。      【河合洋典】 

・また暑い日が続きますが、体調管理には気をつけて

下さい。               【林 豊和】 

・誕生日自祝             【前田武彦】 

 

本日(9月 27日)の例会    10 月 4日 

第一例会行事 

米山月間に因んで 

米山奨学生 ﾀﾝ, ﾘｱﾝ ﾁｪﾝさん 

10月 11日 

 

休   会 

10月 18日 

炉辺会合発表 

テーマ：職業奉仕とは？ 

社会奉仕 ゲスト卓話 

パラダイス会 

   森本辰之氏 


