
第 1500 回例会     平成 30 年 9 月 26 日(水) 

＜本日の夜間例会プログラム＞ 

1.点      鐘        

2.会長の挨拶          3.幹事報告   

 4.委員会報告         5.出席報告 

６． 懇親会 

７．点    鐘 

第 1499 回例会記録   平成 30 年 9月 12 日（水） 

◎四つのテスト唱和     田邉 揮一朗君 

１．真実か どうか   ２．みんなに公平か     

３．好意と友情を深めるか 

４．みんなのためになるか どうか  

■会長の時間            会長 鸙野 隆春君 

私が会長を担って以来、毎週のようにこの日本では、

大きな災害

が続いてお

ります。西

日本豪雨

の被害、歴

史上初めて

の西から東

への台風、

台風２１号

での 

関西空港へ甚大な被害、全ての復旧にはおおよそ４

週間程かかるようです。さらに、９月６日の北海道胆

振（いぶり）東部地震、震度７でございました。 

特にニュース等で目立ったのは厚真町（あつま）土

砂崩れ、自然の猛威とはなんと計り知れない力があ

ると、改めて自然災害の怖さを痛感しております。 

被害のありました全ての地域の人々が、元の生活に

戻れるよう御祈願を申しあげロータリークラブで惜し

まず復興の協力ができれば幸いです。本日は、この

会長の時間を使って私のほうで新たな道具を考え

まして販売実績につなげることができた製品のご案

内をさせて頂きます。これまでの人間の歴史の中で、

あらゆるものが発明され、活用されています。 

また、過去の発明はいろんな人の手で、頭で進化し、

また新たなものに生まれ変わる。現代ではその発明

品が日頃の生活で当たり前のように多く存在します。

生活に携わるすべてのものはすべて発明品といっ

ても過言ではありません。今私どもは食事をいたし

ましたが、お箸、スプーン、お皿、砂糖、すべてが発

明品であります。その当時は画期的であったものが

当たり前の存在として今にあります。そしてそこにヒ

ントもあると思います、日頃使っている物、道具、す

べてがヒントであり、どの角度からものを見るか？に

よってあらたな発明も生まれるような気がします。こ

ちらの商品ですが、こちらはベジポンという名前で販

売しております。葉もの野菜を簡単に袋づめできる

道具でございます。まずなぜこのようなものを考え

たのか？そこには私の事業に対する思いがありまし

た。私の会社は包装業を営んでおりますが、その事

業内容の中で、多くを占めるものが仕入れて販売す

る卸の事業です、この卸の割合は、おおよそ８０％で

ございます。そして残りの２０％は製造分野でござい

ます。また、お客様の地域別の割合を申し上げます

と、99.5%が地元宮崎、鹿児島方面で占めておりま

す。ほとんどが既存の仕入れ先、地元のお客様より

事業が成り立っております。わが社の強みは何か？

地元のお客様への迅速な対応、お客様に特化した

事業体制、付加価値の提供などを活かして多くのお

仕事を頂いております。今は良しとして、日本の経

済の動きが鈍化になった時では遅いのです。これか

ら先に予想されるに大きな不況の波をどう乗り越え

るか、もっと外に出て攻めの仕事をして行かなけれ

ばなりません。そんな想いが新商品の開発の第一

歩となりました。ずっと願っていれば、そこには良い

タイミングがあり、実行に移せるチャンスがあるもの

です。当初、私のお客様が10人ほどで野菜の袋に

ほうれん草を袋詰めしておりました。お客様なりの工

夫にて袋詰めをされておりました。当たり前の光景

で困った様子も無く、実に手際良く袋詰めされてい

たのですが、そこのオーナーさんより一言、「何か野

菜を簡単に袋詰めできる道具はないか？」と相談を

受けたのです。困っているのであれば、当然お手伝

いをしなければなりません。新商品の着手にとりか

かることになります。そこからが早かったですね、ま

ずはどういったやり方がよいか？どういった材質が
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RIテーマ 

インスピレーションに

なろう 

 

BE THE 

INSPIRATION 



いいか？

どういっ

た形がい

いか？こ

んなこと

を１週間

考え、１０

日ほどで

サンプル

が完成しました。さっそくお客様のもとでヒアリング、

あれやこれや改善指示を頂き、ようやく理想の製品

となりました。基本的に見てわかりますように簡単な

形となっております、そして誰でもまねをすれば作る

ことが可能です。私はそこで、宮崎県知財総合支援

窓口に相談しまして、意匠登録を申請しました。お

およそ半年ほどで、結果が届きます。おそらく申請

には何回かチャレンジしないと、難しいと言われて

おりましたので覚悟はしておりましたが、なんと１回

ですんなり通りました。うれしかったですね～！だい

たいの方はここで満足して、前へ進むことはないよう

です。意匠登録はとったものの、製品化はせず、そ

のまま放置することが多いとのことです。私は日本

全国の小さな農家さんをターゲットとして、自社HP

や、ユーチューブ等での宣伝から動きました。やはり

最初は認知度が低く、私の会社のホームページだ

けでアピールしておりましたので、まったくの閑古鳥

です。しばらくしますと、ユーチューブの効果からで

しょうか？じわりじわりと反響がありまして、最初の

一年間で１００ｾ ｯﾄほど販売に繋がりました。販売開

始から３年程経ちますが、今でも多くは有りませんが

販売させて頂いております。いろんなお客様がいら

っしゃいます、リピートを頂くお客様、また評判を聞

いて品物が欲しいんだけど、インターネットでの購入

がわからないからと電話でご注文頂くお客様、また、

近くの農家なんだけど直接買いに来るお客様、さま

ざまな形で販売しております。更に、いろんな相談も

電話で受けております、これできないか？あれでき

ないか？可能な限りお客様のご要望に応えてきまし

た、その中で今年に入り、問い合わせいただいた案

件で、キャベツや白菜の袋詰めができないか？との

相談でした。当然のことながら今の製品ではできま

せん、新しい道具を考えてみようと商品開発に着手

しました。名称は ベジポンワイド、第２弾の商品で

す。当初は、ご相談を受けたお客様の為に作ったの

ですが、今では商品化となっております。まさにお客

様に感謝です、商売の全ての成り立ちは、需要と供

給、まさにお客様第一主義での仕事の流儀がこの

度の事例に繋がりました。我が社ほどの小さな会社

でも可能性があると実感し、日々を邁進しておりま

す。これからも顧客目線で、お客様に役にたつもの

を考えて、自社の繁栄につなげて行きたいと思いま

す。この度の事例につながるまでに、本日外部講話

でお越し頂いた発明協会の轟木さん含め、担当の

方々のお力があってのことでした。私だけが知って

いてももったいないと思い、今回は皆さまへもご紹

介させて頂きます。今回の外部卓話が皆様の事業

のお役に立てるのであれば幸いでございます。 

■幹事報告        幹事 籾田 直樹君 

＜文書案内＞ 

＊ 押川ガバナ

ーエレクト

事務所～支

援金の返金

済のご案内

佐 土 原

RC43.000円

振り込み 

＊ 延岡中央 RC 創立 40 周年記念式典・祝賀会～ 

2 名で登録します。 

＊ 地区幹事～会員動向の迅速な報告のお願い 

＊ 地区大会～8 名の参加・登録料－7 万円済み 

＊ 佐土原 RC クリスマスカップ日程＝12 月 16 日 

■ 出 席 報 告      

出席委員 太田 

雅文君 

○会員数＝26 名

(免除会員 2 名)   

欠席届 10 名 

 

○出席数＝16 名  

○メーク届 0 名 

 

出席率７６.0％ 

 

■ハッピーBOX 披露     梶田 與之助君 

〈ニコニコへ＞○林 千里様～誕生のお祝いお

返し。○田邉 揮一朗君～結婚記念のお祝いお返

し。○藤堂 孝一君～誕生月のお祝いお返し。 

■外部卓話          ○轟 博 様  

一般社団法人 宮崎県発明協会 総合支援担当 

 □貴重なお話し 有り難う御座いました。 

○   次週 19 日 休会 26 日 夜間例会      

 会場：居酒屋ふくろう時間：１８：３０～ 


