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◆点 鐘  三箇会長 

本日の例会は射水市内にコロナ患者が発生したため、急遽会長

挨拶のみの簡易例会としました。早くコロナが収束することを

願うばかりです。 

出席報告＜会員数：４4名＞ 

◆幹事報告 郡上八幡 RC より事務所の引っ越し祝いに 

      胡蝶蘭を頂きました。 

 

 

 

 

◆点 鐘  三箇会長 

◆ソ ン グ  「君が代」「それでこそロータリー」 

◆ゲスト紹介 ㈱大和 取締役富山店長 中﨑 俊也氏 

◆誕生祝   安田・赤江・越後正 

       出席報告＜会員数：４4 名＞ 

◆幹事報告 9月予定表配布。９月は月２回会食なしの簡易例会と

します。 

 

 

三箇会長 本日 iCN ホールで初めて例会を開く事が出来まし

た。感謝です。中崎店長様記念すべき第 1 回目の

卓話宜しくお願いします。 

牛塚  当社の略称 iCN を冠したホールでの初例会です。今

後名前を広めて下さい。 

金田安・篠島・牧田 中崎様、卓話宜しくお願いします。 

安田  誕生祝いを頂いて。8/31 で 82 歳になります。 

赤江・越後正・牧田  誕生祝いをいただいて。 

     

 

 

卓話「コロナ禍から学んだコトを活かす」 

          ㈱大和 取締山店長 中﨑 俊也氏 

当大和富山店はコロナ禍の影響に 

より 4 月、5 月と売上高が前年比 6 割減 

の落ち込みでした。７月に入り売上高は 

元に戻り、全国的にみてもこんなに戻り 

の早い店はなく、これもひとえに地元の 

皆様のおかげです。 

百貨店の業績推移(前年比)(%) 

 

３月からの富山大和対応 

◎食に関連した物産展 4 企画中止→売上減少→経費圧縮 

◎費用対効果の検証→売上と経費のバランスを検証 (特に販

促) 

◎休業中の従業員→最低限の出勤者で対応し雇用調整助成

金受取り 

経費節減のためこのような対策をとったら６月は営業利益

が 2000 万円プラスになりました。 

コロナ禍における生活行動変化による影響 

売上ダウン 

・自粛生活・在宅勤務増で外出機会の減少→来店客数減少 

・各種団体、会社等の旅行が無い→よそ行きの服装要らない 

・家族葬の急増→喪服要らない 

・大勢でのパーティ・記念品なし→記念品受注減少 

売上アップ 

夜の外食自粛→家で今までより上級な生鮮品・惣菜 

ステイホームにより、気づかなかった事に気付く 

家具・家電の買い替え・快適な眠り寝具・良い部屋着 

趣味の時間増→音響機器・健康志向器具等 

その他 

大手アパレル不振・倒産撤退の影響 

(レナウン・オンワード樫山他 8~ 9 月で９ブランドが撤退) 

 

出席数 本日出席率(mu 含む) 前々回修正出席率 

33 名 76.74％   76.19％ 

出席数 本日出席率(mu 含む) 前々回修正出席率 

29 名 71.43％   80.95％ 

 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 

富山大和 97.4 36.8 34.0 94.0 100.4 

三越 計 64.9 17.8 20.9 77.2 不詳 

高島屋 計 63.8 24.2 35.8 82.7 不詳 

阪急梅田店 58.7 14.1 25.6 79.5 不詳 第 2335 回例会      2020 年 8 月 28 日(金) 

「外部卓話」   

例会  毎週金曜日 １２:３０～１３：３０ 

会長  三箇  洋  幹事 加治定勝 

第 2334 回例会      2020 年 8 月 7 日(金) 

「簡 易 例 会」  

   ニコニコＢＯＸ報告 

ニコ BOX 累計額   ￥76,000 

 



今後の生き残りに向けて 

地域密着→行政・市町村・各種団体との取り組みを密に 

地域の支持があってこその地方百貨店であることを再認識

した。 

生活様式の変化→お客様の要望の変化→買い方の変化→売

れるものが変わる→品揃えの見直し→ネット通販・リアル

店舗の融合施策を早期具現化 

富山大和にしか出来ない企画・品揃え・サービスの徹底追

及→市場での存在感を出していきたい。 

 

 

 

 

 

◆点 鐘   三箇 洋会長  

◆ソ ン グ     「君が代」「それでこそロータリー」 

◆結婚記念祝  京谷・棚辺・山本・中井 

◆誕生祝    西谷・倉谷・丸池・堀田・山本・藤原 

出席報告＜会員数：４4名＞ 

◆幹事報告  

◆2019～2020年度会計報告    会計 牛塚会員 

科  目 今年度予算 今期決算 

収入の部 12,169,680 12,661,468 

支出の部 12,169,680 11,505,163 

次年度繰越金 0 1,156,305 

 

2019～2020年度監査報告    監査 北山会員 

 

 

 

三箇会長 牛塚社長、本日は職場訪問宜しくお願いします。 

牛塚   今日は職場例会に当社を選んでいただきありがと

うございます。 

穴田   本日夏野菜の販売代金を米山へ特別寄付しまし

た。秋野菜の販売代金の財団への寄付は年明けを

予定しております。 

境    今日の職場訪問宜しくお願いします。牛塚さんの

きめのキメの細かな段取りのおかげで委員長とし

て大変助かりました。  

棚辺・京谷 結婚記念祝を頂きありがとうございます。 

藤原・西谷・堀田・倉谷  誕生祝い有難うございます。 

 

       

 

 

「職場訪問」 射水ケーブルネットワーク㈱ 

今年度は７月に新社屋が完成した射水ケーブルネットワ

ーク㈱を訪問させていただきました。はじめに牛塚社長

より会社の事業内容の説明。 

○企業目標について 

「有線事業」における『放送』「インターネット」「電話」

サービス 

「無線事業」における「モバイルサービス」「ＩoT事業」「ロ

ーカル５Ｇ事業」等の推進 

地域の伝統・文化を守り育て、伝える 

○サービス内容について 

○売上高・加入世帯数について 

そのあとグループに分かれて会社内を見学。普段は見るこ

とのできない最新設備などの企業内部をみせていただきま

した。 

 

 

 

 

  

 

 

 

出席数 本日出席率(mu 含む) 前々回修正出席率 

30 名 71.43％   80.95％ 

ニコ BOX 累計額   ￥123,000 

 

第 2336 回例会     2020 年 9 月 4 日(金) 

「職 場 例 会」  

   ニコニコＢＯＸ報告 

 

 

 

菜園同好会よりお知らせ 

芋ほりに参加しませんか? 

恒例のサツマイモの収穫をいたします 

日 時  ９月 22日(火)秋分の日 

       15時より 

場 所  穴田農園 「呉羽の湯」の近く 

持ち物  軍手 orゴム袋、長靴、タオル、帽子 

        飲み物、買い物袋 

雨天中止です 

連絡先 穴田会員 090-3295-6294 

 

 

 


