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次回 

６月２１日 

の例会 

★19時～ サンコーカルチャー 

★会長の時間／幹事・委員会報告 

★クラブアッセンブリ委員会報告 

美馬 

ロータリークラブ 

ウェブサイト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「破壊的イノベーションとは」 

 

ようやく梅雨入りしました。少し遅い梅雨入りで

すが、皆さん体調には気をつけてお過ごし下さい。 

さて、今日はちょっと難しいな題名なんですが、

破壊的イノベーションとは 1997 年にハーバード・

ビジネススクールの教授だった故クライトン・クリ

ステンセンが著書「イノベーションのジレンマ」で

提唱したイノベーションモデルの一つです。技術革

新やアイデアによって既存の事業の安定した状況

を打破し、その事業の業界構造をガラッと変化させ

ることを指します。 

すでに事業を成功している企業。とりわけ大企業

にとっては、新しい発想による技術やサービスはそ

の時点では未知数であり、魅力がないように見えて

しまいます。さらに、そのような技術は「既存の事

業を混乱させ、既に成功している事業の足を引っ張

るリスクもある」と判断されるのです。改良のみに

終始し、結果的に新たな事業や未知の市場に目が向

かなくなります。これを「イノベーションのジレン

マ」と言います。「イノベーションのジレンマ」は成

功している企業ほど破壊的イノベーションの前に

市場の参入が遅れてしまう可能性を示しています。 

その代表的な例として 2012 年に経営破綻したア

メリカのコダック社があります。1995 年、日本のカ

シオがフィルムカメラよりも手軽に撮れて高機能

化したコンパクト・デジタル・カメラを世界で初め

て発売すると、各メーカーも次々と参入していきま

した。当初は数万画素程度だった解像度も新製品が

出るたびに改良され、数千万画素にまで高性能化さ

れました。その結果、ユーザーは家庭で簡単に写真

をプリントアウトできるこのコンデジをこぞって

買い求め、一大ブーム、一大産業となっていきます。 

その結果、コンデジが世界で初めて発売されて以

来、たった 5 年でコダック社のカメラ部門の利益は

0 となっていたそうです。このように「イノベーシ

 2021-2022 年度 第３６回 例会プログラム 

●例 会 場 サンコーカルチャーセンター 

●開会点鐘 １９時 

●四つのテスト／我らの生業 

●会長の時間／幹事報告／委員会報告／家庭集会報告 

 会  長  の  時  間 

廣澤誠治  (Seiji  Hirosawa)  

 出席報告 

会員数 出席者数 うちリモート出席 うちメーキャップ 出席率 

25 18 （2） （1） 72% 
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ョンのジレンマ」に陥ったコダック社はその後、経

営ミスの重なりや、優秀な人材の流出などもあり、

2012 年に連邦司法局に破産を申し立て倒産するこ

とになりました。このことは日本でも大きなニュー

スとなりました。 

しかし、一世を風靡したコンデジ業界も、スマー

トフォンの登場で、出荷台数もピーク時の 7%、出

荷金額も 22%と大変苦戦をしています。 

 

 

 
 

✓ 到着週報は鴨島、阿波池田 RC、脇町 RCです。 

 

 
 

澤田篤也次期ガバナー補佐より 

 
 

 

来年度のガバナー補佐予定者として、先日徳島市

内のロータリークラブ 9 クラブの新旧会長幹事会

に新旧のガバナー補佐が呼ばれまして、第２分区の

私と、第１分区の田中さんと、現在のガバナー補佐

と参りました。用意した 50 枚の名刺が足らない程

いろいろな方にご挨拶させていただきました。徳島

RCが 80 人、徳島プリンス RCが 78 人など、大き

なクラブとフリークラブがたくさんあり緊張しま

したが、以前ゴルフをご一緒した方がおられたり、

色々な親睦の中で知り合ったりした人は皆さん声

をかけてくれて優しくしていただきました。 

今後も５クラブ親睦ゴルフ大会など、様々な機会

に会長さん等に声をかけていきたいと思ってます。

また、今週の日曜日も坂出で地区セミナーに出席し

ますが、それらの行事には 100％出席するつもりで

頑張っています。よろしくお願いいたします。 

 

ゴルフ部 田中義美会員より 

 

 

✓ 26 日（日）のゴルフ例会の申し込みを、皆さん

にお願いしております。 

✓ できればゴルフ終了後の夕刻（18 時ごろ）か

ら、脇町の居酒屋等で今年度の慰労会を計画し

ておりますので、出席できない方はご連絡をお

願いします。 

✓ 7 月 10 日（日）に予定しています 5クラブ親

睦ゴルフの申し込みを、4 つのクラブへ出して

おります。6 月 25 日に締切り人数を確定しま

す。賞品や色々なところのお手伝い等、ご協力

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 幹事報告 森廣一 幹事 

 委員会報告 

 家庭集会 報告 
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リーダー：田村光男会員 

出席：青木博美会員、浪越繁男会員、田中義美会員 

西谷明彦会員 

 

✓ 会員増強について 

会員維持増強委員会を中心に職業分類で会員

のいない職種を整理分類し、重点業務業種など

をピックアップして重点取組目標などを定め

て取り組んではどうかという意見が出ました。 

✓ ロータリークラブの改革について 

１．委員会の委員長から活動計画が提出されて

いない委員会があるように見受けられるため、

まず委員会の委員長を中心に委員とともに検

討を進め、計画を立案提出するという基本的な

ところからしっかりと熟考していくべきとい

う意見がでました。 

２．委員会活動が停滞しているように感じる。

委員会委員会活動の活性化を行い、活発な活動

が行えるようにしていく必要性を感じる。 

３．委員会報告やニコニコなど、きちんと壇上

に登壇してから発言するようにすべきと考え

ている。 

４．例会場の再考を提案したい。所属する会員

の所在地のできるだけ中心地に例会場を設け

てほしい。例えば、定内ゆうゆう館など 

 

リーダー：矢野太一会員 

出席：谷俊彦会員、美馬敏彦会員、松浦美紀子会員 

矢野太一会員 

✓ ゆうゆう館で食事をしながらの楽しい雰囲気

の中、こうこうミニ集会も良いものだという話

になり、こういう機会を極力増やした方が良い

という話になりました。 

✓ 会員増強について 

１．ロータリーに入る利点とは何だろうかと考

えました。会員の皆さんに自分の特性を生かし

て喜んでいただくのが嬉しかった等、まず自分

たちが楽しくなければ、入ってくれる人もいな

いという結論に至りました。 

２．残念ながら会を離れていた人たちが、何故

なぜ離れていったかという検証をやれば、何を

すべきかを見えてくるかもしれません。 

✓ 2 年ぶりにカラオケにも行き、本当に楽しい時

間を過ごすことが出来ました。 

 

 

リーダー：森廣一会員 

出席：三好亘会員、長浦保福会員、伊良原猛会員 

森廣一幹事 欠席：岩本修司会員 

 

✓ 会員増強について 

１．会員増強の一つの方法として、辞められた

方に再度お声がけしても良いのではないかと

言う意見が出ました。辞められた方もロータリ

ーのメンバーが懐かしいと感じておられると

いう話が出ました。 

２．少なくとも 30 人ぐらいには増やそうとい

うことを話し合いました。 
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リーダー：廣川公利会員 

出席：廣澤誠治会長、廣川公利会員、澤田篤也会員 

三好博子会員、山内浩司会員 

 

✓ 会員増強について 

 ロータリーと言えば親睦が基本です。いろん

な理論を言うよりも、やはり親睦活動を大切

にし、もっともっと沢山の方と交流し、様々

な話をし、様々なことをやっていくのがロー

タリーであって、会員は増やせるようなクラ

ブにならないといけないと思います。 

 皆がいろんな意味で社会貢献をし、場所も

含め、いろんなものが５つも 6つも重なって

初めて皆さんに評価され「あのクラブで私も

みんなと一緒に居たい」とか、そういう魅力

づくりをしていこうという話になりました。 

✓ 人はコミュニケーションが大事で、これを大

切にしていくということは、皆さん申してお

りました。ここ何年も口にマスクをして皆さ

んのお顔も本当に忘れるほどで、目や鼻はわ

かりますが、本当に全体像がつかめないほど

マスクをずっとしております。一度には難し

いですが、マスクを外して極力こうした機会

の回数を増やしていければと思っています。 

✓ 例会場の問題も必要になってくると思います

ので、会長・幹事さんのリーダーシップのも

と、様々な検討をしていって欲しいと思って

おります。 

  

 

 

メーキャップ（１名） 

森廣一幹事 ライラ研修 

 

 

Zoom 出席者（２名） 

東谷尚登会員、西谷明彦会員 

 

 

欠席者（７名） 

伊庭雅俊会員、辻貴博会員、戸島健治会員、林秀樹会員 

美馬敏彦会員、三好博子会員、三好亘会員、山内浩司会員 

 

 

 

スマイルボックス 

田中義美会員 

プログラム委員会で卓話を皆さんにご協力いた

だきましてありがとうございました。 

 

田村光男会員 

明日で 69 歳になります。来期会長として頑張り

ます。ご協力お願いします。 

※例会日 18時 50分より入室可能 
 

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ID 982 5802 0593 

パスコード mimarc 

例会は Zoom リモート参加が可能です 

田村光男次期会長 

よりお知らせ 

 

来週の例会時に、各委員長と委員の方は

運営方針を報告・提出して下さい。 

皆さまのご協力をお願いいたします。 


