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ホルガー・クナーク RI会長 （ ドイツ ） 

 

 

   例会日 ： 毎週金曜日 12時 30分～ 

例会場 ： 上郡町商工会館 ２F 大会議室 

事務局 ： 上郡町商工会館内 

TEL：0791-52-3710  FAX：0791-52-3833 

Web Site： https://kamigori.ri2680.org E-mail： kamigori@gold.ocn.ne.jp 

会 長：寺本 英徳 幹 事：江見 孝信 会 報：田村 栄子 
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点鐘・ソング 

省 略 

来客・来訪会員紹介 

な し 

歓迎歌 

な し 

お祝い 

な し 

出席報告 

会員数 出席者数 MU数 免除 欠席者数 出席率(%) 前々回修正出席率(%) 

25 23 0 2 0 100 100 

 欠席会員：なし 

 

会長の時間 

先ずは、先週 9月 4日開催の理事会報告について報告します。現行の短縮例会について、進行の仕

方に工夫の余地がないかを主に審議しました。その結果、以下の通りに決定しましたのでお知らせし

ます。 

まず、唱歌については、当分の間行いませんが、明るい雰囲気の中で例会に臨みたいと考え、例会

開催までの時間、ロータリーソング等の BGMを流すことにします。次に、時間配分を考え、会員ス

ピーチは 1名としますが、ニコニコは披露させて頂きます。過度に時間制限をかけすぎて時間前に閉

会するよりは、数分オーバーしてでも例会の進行状況を優先していきます。合わせて、幹事報告の回

覧スピード化にもご協力をお願い致します。 

最後に国際奉仕・池田委員長より佐用日本語学校との交流内容についてです。コロナ禍の影響もあ
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り、この度は物品の寄贈を軸に学校側と相談することに決定しまた。理事会報告は以上です。 

さて、今日の話題はロータリーの友に掲載の「変態が改革する多様性社会」について

です。「変態が改革する多様性社会」というタイトルに惹かれて、その記事を読んでみま

した。最近よくある話ですが、辛辣な、それでいてユーモアがあり、おおいに共感できる内容だ

ったので少し掻い摘んで紹介します。 

あらすじとしては、日本企業は世界でなぜかくも凋落したのか。それは、日本がこの 30 年間に、

新しい産業を生み出すことができなかったというのが答えとして書かれていました。では、新しい産

業を生み出すカギは何か。世界中の学者が GAFAやユニコーンを研究して出した答えのキーワードは

3つです。それは、女性、ダイバーシティ（多様性）、高学歴あるいは勉強です。だいたいその流れで

展開されています。 

先ず、日本企業の凋落の程度と世界はどう変わったかについてです。日本の国際競争力は 30 年前

の１位から、2019年には 30位にまで落ちてしまったようです。分かりやすい例として、平成元年に

は世界トップ企業 20 社のうち、14 社が日本企業でした。しかし、今は世界のトップ企業 20 社の中

に日本企業はゼロです。日本企業を追い出して世界の上位にランクインした企業の顔触れはいわゆる

GAFAと総称される企業です。そして GAFAの予備軍として挙げられているのが「ユニコーン」と呼

ばれる企業です。ユニコーンとは、一角獣のことですね。めったにないということで名付けられたニ

ックネームです。 

2019 年 7 月末時点で、世界にユニコーンは 380 匹いるといわれています。アメリカにはシリコン

バレーを中心に 200匹弱。中国には北京バレー、深圳バレーを中心に 100匹弱。この二大大国でほぼ

280匹です。それでも残り 100匹が世界中にいるのに、日本にはその中のわずか 3匹しかいないらし

いです。 

ここから、先ほどの 3 つのキーワード、女性、ダイバーシティ（多様性）、高学歴あるいは勉強に

ついて具体的にお話しします。 

第一のキーワードは女性です。今や、製造業の GDP のウエートは 2 割ぎりぎりまで落ち込み、サ

ービス産業中心の時代となっています。そして、全世界的に見て、サービス産業のユーザーは女性で

す。「誰が」買い物をしているのか。「誰が」おいしそうに食事をしているのか。全世界のデータで見

てみると、サービス産業のユーザーの７割が女性なのです。ということは、経済、消費をけん引して

いると自負しているオジサンたちは、今、それを分かっているのか、という問題がでてきます。そこ

で著者は女性に「ここ数年は男性の意見など聞かずに、自分の意見を言い続けてください。それが日

本を元気にします。」と言っています。男性の皆さんは心得ておくべきことかと思います。 

第二のキーワードはダイバーシティ。昨年のラグビーワールドカップを思い出してください。混ぜ

たら強くなる、目的が一つなら言葉の壁を越えて頑張れる。これは分かりやすい実例です。ダイバー

シティがないことの例として、こんななぞなぞが上がっていました。「全員日本人の男性で、外国人

はおろか女性が一人もいない。最年少は 60 代後半、全員サラリーマン重役で、起業したこともなけ

れば転職したこともない。このグループはなあに？」。答えは「経団連」、分かりやすい例えです。 

最後に三つ目のキーワード、高学歴あるいは勉強について。ユニコーンはいわば、スティーブ・ジ

ョブズのような「オタクの変人」、もっといえば「変態」的な人です。好きなことを徹底的にやる人

が新しいことを生み出すのです。少し極端ですが、社会にせめて 3割くらいは変態（個性的な人）を

つくらなければ、新しいアイデアは生まれないと言っています。 

記事では例えとして日本企業のことを取り上げていますが、結局は私たちの職場や、ロータリーク
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ラブにも同じことを投げかけているのだと感じた次第ですが、皆さん如何でしょうか。 

 

幹事報告 

〇ガバナー事務所より下記の書簡が届いております。 

1. グローバル補助金（VTT）プロジェクト カンボジア病理技師研修及び学会設立支援（神戸東

RC提唱）への協力依頼 

2. 9月 10月地区会員維持増強委員会によるクラブでの卓話予定について 

3. 公式訪問 随行者について 

代表幹事 斎藤太紀雄様   公式訪問幹事 来住周亮様 

○相生 RCより例会変更のお知らせ。  10月 7日（水） → 休会 

○さよう星降る町のビジネスプランコンテスト実行委員会より、後援依頼 

○佐用町交通安全対策委員会より、委員会の結果と「秋の交通安全決起集会」の開催案内 

日時：9月 23日（水）10：00～   場所：佐用町文化情報センター 

 

各委員会報告 

社会奉仕委員会 

秋の交通安全立ち番ですが、9/25の金曜日がロータリーの当番になっています。参加できる方は来

週お聞きしますのでご予定お願い致します。 

小林会員（直前会長） 

例会終了後、「Zoom」でのオンライン会議の様子を見てほしいので、数分お時間を頂きたいと思い

ます。宜しくお願いします。 

 

審議事項 

特になし 

 

本日のプログラム 

≪会員スピーチ≫  「光海株式会社」について    岡田会員 

会社概要 

商 号  光海株式会社 

代表者  代表取締役社長 岡田 正春 

所在地  兵庫県佐用郡佐用町大酒７２５番地 

ＴＥＬ  0790-88-0044 

ＦＡＸ  0790-88-1106 

Ｅ-mail  info@koumi.biz 

事業内容  海苔加工品の製造・販売 

主要取引銀行  日本政策金融公庫・商工組合中央金庫・みなと銀行 

資本金  1,000万円 

従業員数  16人 

  沿 革 

昭和 43 年  海苔加工品の製造販売を目的に、高見国男が海苔事業の経験がある父唯夫と共
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に株式会社宝食本舗を、資本金 1,000万円にて設立。 

平成  5年  光海株式会社を高見淑子が資本金 1,000万円にて設立。 

代表取締役社長に就任。高見国男が代表取締役会長に就任。 

株式会社宝食本舗より「海苔加工品製造販売」の事業を引継。 

平成 26 年  新製品「旨しお海苔」が「第 20 回全国加工海苔品評会」に於いて、水産庁長

官賞を受賞。これによりお客様、お取引先様より高い評価と知名度を頂き、新

しい発展に繋がる。 

令和 元年  会長高見国男の友人の長男、岡田正春が事業を承継。 

代表取締役に就任。 

現在に至る。 

 

ニコニコ箱・親睦箱 

寺本会長・・・小林会員、「Zoom」の準備有難うございます。 

江見幹事・・・昨日稲刈り完了し、やっと田んぼから解放されました。 

岡田会員・・・本日自己紹介させていただきます。宜しくお願いします。 

井口会員・・・例会に寄せて。 

箸蔵会員・・・お彼岸に向けて準備をしています。長男が仁和寺に行って 8日経ちます。 

大丈夫かな・・。 

石原会員・・・しあわせだから感謝するのではなく 感謝するから しあわせになる。 

宮本会員・・・皆様お久し振りです。 

髙見会員・・・例会に寄せて。少し涼しくなってきました。 

小谷会員・・・いい雨です。 

村山会員・・・厳しい暑さもおさまり、過ごしやすくなりました。 

コロナの感染も落ち着いてきたので様々な活動をしていきたいです。 

朝来会員・・・例会に寄せて。岡田さんスピーチ楽しみです。 

辻 会員・・・池田さんありがとう。 

柳原会員・・・久し振りの雨で少し潤いそうです。 

田村会員・・・例会に寄せて。岡田会員スピーチ宜しくお願いします。 

小林会員・・・例会に寄せて。岡田さん宜しくお願いします。 

大澤会員・・・例会に寄せて。 

 

ニコニコ箱     ９，０００円 

親 睦 箱    １０，０００円 

合   計    １９，０００円 

 


