
第 2086 回例会 

８月 31 日 №８ 

 

 

●友好クラブ 

 韓国・龍仁ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3600 地区 

 台湾・台中文心ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3461 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

       

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      

本日は 3年振りの卓話で、この会場では初め

てなので、少し緊張しております。先週火曜日

に、コンテストの最終プレゼンに参加しました

ので、その時の内容をお話させて頂きます。 

＜ビジネスコンテスト名＞ 

 

 

 

 

 

 26組の応募があり、6組のファイナリストが

選ばれ、私の結果はブロンズ賞でした。社会的

テーマが多く発表されていたように感じました。 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

（一部要約にて掲載） 

小崎 直利 

＜Do you know “LIVE COMMERCE”？＞ 

 私が発表したテーマは「デザインパフォーマ 

ンスを活かしたライブコマーズ」です。 

“ライブコマーズ”とは？ 

・配信者と視聴者の双方向コミュニケーション 

・安心できるネットショッピング 

・場所を問わない 

・購入導線がスムーズ 

・コロナ禍に適した販売形態 

・中国での市場規模は約 6.4兆円（2019年） 

 ⇒約 14.2兆円（2020年） 

・日本では認知や利用経験は現状、低い 

・日本の成長率は 4年前の中国と近い動向 

 

会 長 田後 隆二  幹 事 阪西 貴子 

 



 

 

・国内大手企業も続々導入し、市場拡大中 

 

＜Business Idea＞ 

 

 

 

 

 

●ANGLERSロゴで、オリジナルマスクを LIVE 

デザイン！（動画にて紹介） 

 

       ＜Team＞ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

    ＜DESINE LIVE COMMERCE＞ 

デザインライブコマースがもたらす３つの体験 

・“押し”との（あこがれの存在との）共創体験 

・プロのデザインプロセスを見る   興奮体験 

・その時にしか味わえない      感動体験 

 

＜What‘s DESIGN？＞ 

①思いをカタチにできる（すごいスキル） 

②プロセスが面白い（意外性・スポーツ性） 

③ビジュアルが言語の壁を越えられる（世界展開 

 可能） 

④デジタルとの親和性が高い（提供しやすい） 

⑤著作物である（ライセンスビジネスが可能） 

 

＜Ｇｏｏｄｓ＞ 

 マスク、Ｔシャツ、パッケージラベルなど、消 

費財の方が相性が良い。数量や期間の限定でのプ 

レミアムと相性が良く、供給過多にならない販売 

が可能。 

 

 

 

 

 

＜Service Diagram＞ 

デザインライブコーマスが、ビジネスとファン 

の間に介在することで、よりエンゲージメントを 

高めてもらうことがねらい。 

 オンラインイベントなので、場所や地域に関係 

なく、消費者が買い物を楽しめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜Rebennue Stracture> 

イベント単位のレベニューシェア型契約 

・料金体系は、企画料のみ初期費用で発生する成 

 果報酬型。クライアントがプロモーション費用 

 としてみた場合、リスクが少なく、成果も把握 

 しやすい！ 初期費用：企画料（22万円～） 

 成果報酬：デザイン料 

  

＜Ｇｒｏｗｔｈ Ｖｉｓｉｏｎ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜Ｓｐｉｒｉｔ＞ 

        

 

 デザインが世界を喜ばせ 

クリエイターが輝くステージを創る！ 

 

 今回はグランプリ賞ではありませんでしたが、 

このコンテストで、今後に繋がる声もいただく 

ことができました。 

 



 

 

 

 

     8月も今日で最終日。来月 

21日にはガバナー公式訪問 

を控えていますが、緊急事態 

宣言（12日）再延長が検討さ 

れているとの報道があります。 

新型コロナ感染症（COVID-19） 

が中国武漢市で集団発生した 

のは、その名の通り 2019年 

（12 月）のことでした。当初、我々の生活には、

さほど影響がないものと高を括っていましたが、

翌年 2月 1日に、横浜港を出港したクルーズ船ダ

イヤモンド・プリンセス号の乗客から感染者が見

つかり、2月 17日に、相模原中央病院に勤務する

40代女性看護師が感染したと発表され、それでも

夏になれば、インフルエンザのように収束すると

の希望的観測もありましたが、2 回目の夏を超え

ても第 5 波の全国的な感染拡大が続いています。 

 東京都の新規感染者は、ここ 8日間連続で前週

の同じ曜日を下回っていますが、これだけ累積感

染者数が増えると、皆さんの身近なところでも感

染者が出ているかもしれません。 

7月 29日付で、第 2780地区より「COVID-19（新

型コロナウィルス）に関する地区及びクラブ運営

ガイドライン」が発表され、感染予防対策推奨事

項【例会場など】として、入場前に健康申告、検

温、手指の消毒、マスク着用確認、会場内では 3

密回避の施策、換気、会話による飛沫防止策、会

食への配慮、水分補給の注意喚起、出席者名簿の

整備が挙げられています。 

また会員が感染した場合、「クラブへの通知は

不要。会員の家族や近い人が感染者となった場合

も特に関係機関から指示がなければ、クラブに通

知や状況を開示する必要はない。会員に感染者が

出たとしても、それを理由にクラブを休会する必

要はない。」とあり、「感染の情報を知った場合も、

不用意に人に話をせず静観して下さい。どの様な

状況であってもプライバシーの保護は義務です。

冷静に行動しましょう。」と呼びかけています。 

私が専務理事を務める東京虎ノ門の職場でも、

ここ 1か月ほどで 3名の感染者が出て、いずれも 

 

 

 

職場内ではなく、家庭内感染で少しほっとしたの 

ですが、木・金曜日に出勤し、金曜日の夜に発症 

した職員がいたものの、会話時は常時マスクをし 

ていたので、役職員の中に濃厚接触者に当たる者 

はいないとの保健所の判断は意外でした。 

第 5グループ内でも 8月例会は全て休会のクラ 

ブがいくつかあり、当クラブも 8月 3日の定例理 

事会で検討しましたが、当面はハイブリッド例会 

の継続で合意が得られています。例会はロータリ 

ークラブの生命線だと思います。一日も早く、新 

型コロナ感染症（COVID-19）が収束し、にこやか 

に会食・歓談できる日が戻ることを切に望みます。 

 

    

     

●田後会長、阪西幹事 

小崎さん、ビジネスコンテストのファイナリス 

ト、素晴らしいですね！本日の卓話、とても楽 

しみです。 

●小野 孝会員 

 小崎さん、卓話楽しみです。 

●冣住 悦子会員 

①まだまだ、暑い日が続きますね。 

②小崎さん、卓話楽しみにしています。 

●佐々木 敏尚会員 

 本日卓話の小崎さん、宜しくお願い致します！ 

●中里 和男会員 

 小崎さん、卓話楽しみにしています。 

●阿部 毅会員 

①喜ばしいテーマの卓話、小崎会員のお話、楽し 

みです。 

②本日は藤本親睦委員長がお休みですので、代行 

させて頂きます。 

●伊倉 正光会員 

小崎会員の卓話、楽しみにしています。 

●大井 達会員 

①小崎会員、卓話楽しみです。ファイナリスト、 

すごいですね。 

②久し振りにリアル出席です。何か緊張します。 

宜しくお願い致します。 

●横溝 志華会員 

 小崎会員、卓話を楽しみにしています。 

 



 

 

 

＜委員会報告／ロータリー奉仕デー＞ 

実行委員             黛 裕治 

先週の例会で、当クラブでは 2つの事業案「講 

演会」と「蛍の幼虫の放流」について採決をとり、 

26日の実行委員会打合せで、多数決により「蛍の 

幼虫の放流」に決定しました。ただ、3月末頃ま 

でには放流しないと間に合わないそうなので、そ 

の準備が可能かどうかを検討してまいります。 

（概要にて掲載） 

 

 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①ガバナー月信 原稿依頼の件 

     月信 4 号（10 月 1 日号）に第 5A・5B グル 

ープのクラブ紹介を掲載致します。各クラブ 

の「クラブ自慢」について、記事を下記要領 

でお送り下さい。 

字数：400 字程度 写真：2～3 枚（様子のわ 

かるような写真）提出締切：9 月 9 日必着 

               

      

９月 ７日ガバナー補佐訪問「公式訪問２週間前 

          にあたり」担当：冣住ガバナー補佐 

         定例理事役員会 

      １４日ゲスト卓話「ポリオプラスについて」  

          地区委員 中村 辰雄氏 

 

 

点  鐘 １２：３０ 

会  場 「敦煌」 

司  会  横江 利夫 副ＳＡＡ 

斉  唱 「それでこそロータリー」 

ソングリーダー 川合 貞義会員 

 

     

●例会場 中国名菜「敦煌」 

   〒252-0231 相模原市中央区相模原 2-13-1 

       TEL 042-756-6555 FAX 042-756-6559 

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

               相模原商工会館３Ｆ 

   TEL 042-758-5750  FAX 042-758-1605 

E-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 最近、妻から帰りが遅いと言われます。今年４月に 

子供達も全員社会人となり、今は夫婦２人きりで、何 

となく気づまりで、現場仕事などして遅く帰っています。 

 娘が百貨店に勤めているのですが、オリンピック選 

手が買物に訪れた際、“お疲れ様”と挨拶をするので 

聞いたところ、大会ボランティア同士がこの言葉を掛け 

合っていて、良い言葉と思い、使っていたそうです。 

選手たちは結構、自由に買物したり、エンジョイして 

帰っていたようです。         （概要にて掲載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●例会 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：藤本 恵介 副委員長：大槻  実 

 委員：川合 貞義、田所  毅、甲斐 美利 

    阿部  毅、諸隈  武、河野  崇 

 

●http://sagamiharanaka-rc.jp/ 

会 員 出席（出席対象 20 名） 事前メイク者 

２７名 (Zoom４名含）２３名   ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(8/17) 

１名 ９５．８３％ ９５．８３％ 

mailto:rotary@tbg.t-com.ne.jp
http://sagamiharanaka-rc.jp/

