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２０２１～２０２２年度　Ｎｏ.１１

本日の例会 （第１９０３回）　 １０／２７　（水） 

次回の例会 （第１９０４回）　 　１１／１０　（水） 

【ガバナー補佐報告】

スピーカー　　東名古屋分区ガバナー補佐　梶川　久雄 君 

※１１月３日（水） は休会になります。

第１９０２回例会記録　 １０／２０ （水）　曇　
司　　　　 会　 伊藤　晋一 君

斉　　　 唱 　　ＲＳ／それでこそロータリー　

来　訪　者　 川崎ＲＣ　布野　雅一 様

【ロータリー財団月間卓話】

スピーカー　　グローバル奨学生 ・ 平和フェロー委員会 

　　　　　　　　 副委員長　近藤　　朗 君

題　　　　名　 「ロータリー財団プログラムについて」

例 会 報 告

出 席 報 告

会 長 挨 拶

１０月も半ばとなり急に寒いくらい涼しくなりようやく秋らしくなって来ま

した。 思えば５０年前、 学校の宿題など放りぱなして野山を駆け回

る悪ガキである私の遊びといえば初春の蕗の薹 ・セリ、春のわらび

・ タケノコ、夏のクワガタ ・ カブト虫、川で鮎採り、 秋のキノコ狩りと

四季を満喫していたものですが、秋を満喫できるのも後ひと月ばか

り、 なんか夏が終り爽快な秋があっという間に過ぎ去り夏⇒冬⇒夏

って感じで春と秋がどっかに飛んで行ってしまい 「５０年前と随分変

わったなー」 と感じるのは私だけでしょうか ・ ・

さて、今週月曜日から愛知県の飲食店も通常営業に戻り東海道新

幹線も２５日から１月２１日以来の酒類販売開始など各コロナ禍の

規制も解除され参りました。先週もチラッと触れましたが、何故夏か

らこんなに急激ともいえる感染減少が起こっているか？？

所説様々ですが一つに 「進化生命学においてノーベル賞学者エ

イゲンが１９７１年に予言した 「エラー ・ カタストロフの限界説」 とい

うのが有るそうです。

東大の児玉達彦名誉教授が唱えてますが、コロナウイルスは複製

が早い分複製エラーが多数発生しウイルスが生存できなくなり、 自

壊が開始されるというものとの事です。

ただし、 幹ウイルスなるものが残っており、 これが新たな変異株を

出現させパンデミックが起こる可能性が有るそうです。

（２０２１年９月２９日　薬事日報より）

大正時代に流行したスペイン風邪について菊池寛は 「もう、 流行

性感冒は都会の地を離れて、山間へき地へ行った」 と書き留めて

います。 勿論、第６波に備え油断なく万全の対策を継続しながらで

すが、 希望的観測にはなりますが是非そのように終息することを心

より願います。

幹 事 報 告

１.  本日は、ゆったり例会の予定でしたが、東名古屋分区梶川ガバナ

   ー補佐にご報告をしていただきます。 よろしくお願いいたします。

２. 前年度のホームクラブ１００％出席会員は、渡邉　泰彬君、伊藤

 　晋一君、 梶川　久雄君、 梅村　美知容さん、 加藤　あつこさん、

   平子　明資君の６名です。

   後程、 香田会長より出席表彰をしていただきます。

３. 次週１１月６日（土）、 １１月７日（日）は地区大会が開催されます。

　　本会議は７日 （日）、受付９ ： ３０～　開会１０ ： ３０  閉会１６ ： ３０

４.　ロータリー財団への寄付申込書のご提出がお済みでない方は、

　　受付までお願いいたします。

５.　次週１１月３日（水）は定款第６条第１節Ｃ項により休会となります。

　　従いまして、 次回例会は　１１月１０日（水） となりますので、 お間

　　違えのないようお願いいたします。



新会員職業紹介

当社は、 １９７２年に先代が創業したチーカス株式会社です。

チーカスの意味をよく聞かれますが、千賀という先祖の名前に寿を

付けて、 チーカスと読んだのが由来と聞いています。

また、 スペイン語でチカは女の子という意味なので、婦人インナー

を展開している当社には合っていると思います。

最初は、ショーツ専門メーカーで、 ５枚で１０００円とか５００円の低価

格商品を大量に作っていました。

４０年ぐらい前に中国に進出して、 工場を作りましたが、 当時の中

国の人件費や材料代は非常に安く、 他社に負けない価格の当社

の商品は業界でも優位な立場にありました。

ただ、 その後中国の価格も経済成長とともに跳ね上がり、 安いシ

ョーツを作って売るだけでは競争できなくなってきました。

そこで、私が入社してからは差別化戦略を始めて、 キャラクターな

どの他社にできない商品を開発することにしました。

現在、 中国には３工場あり、 高密チーカス、 天津麗東チーカス、

天津燕津チーカスがあります。高密は青島から１時間ぐらい車で行

ったところにあり、 当社のメイン工場です。

全盛期は、 ５工場合わせて１０００人ぐらい工員がいましたが、 ５年

前から中国の労働法が厳しくなり、 その理由で工員を減らすことに

しました。 現在の工員は３工場で３００人強です。

また、中国進出当初は、合弁工場でしたが、軌道に乗るとパートナ

ーが無理を言い始め、最終的には合弁解消ということが続きました。 　

これに懲りて１９９０年以降は独資工場つまり日本が１００％コントロー

ルできる形態に変えました。

中国以外にアセアンに工場を出す同業他社が増えましたが、当社

引き続き中国の自社工場で生産していく予定です。

キャラクターの商品で一番売れるのが、 スヌーピーです。

最初はあまり売れなかったのですが、この１０年ぐらいで人気に火が

付き、 圧倒的な売上を作っています。

広い世代に愛されるキャラクターとして安定した支持を得ています。

その他にスターウォーズやトムとジェリーなどのキャラクター商品も

展開しています。

１０年前に自社ブランドのサラッフィープラスを立ち上げました。

さらっと快適という意味のブランドですが、 これは大きく２週類の商

品群に分かれます。 　ひとつは、 最近フェミテックブームで注目さ

れている吸水型サニタリーショーツです。

最初この商品を提案した時に企画の女性全員に反対されました。

商品のコンセプトが紙ナプキンなしに生理の２日目の多い時でも半

日はけるコンセプトの商品で当時こういう商品は少なくとも日本には

ありませんでした。

生理になったら紙ナプキンを使用するのが習慣になっていたので、

この発想は男性の私が提案することで感情的に否定する人も中に

はいました。

ただ、 私は直観的にうまくいくはずと思ったので、 この商品の開発

を断行しました。

サンプルを作って企画の人にはいてもらったところ、 思った以上に

快適だったので、一番反対していた企画のトップもその後、 一番の

理解者になってくれました。 ただ、ナプキンショーツという名前で８

年前に発売しましたが、当時は新たしすぎて、商品特性を理解して

もらえず販売には苦労しました。

その後も数年あきらめずに販売していると ５年ぐらい前にアメリカか

ら同様の商品が日本に入ってきて、 ある程度話題になりました。

また、 ２年まえにクラファンで同様の商品が話題になり徐々に当社

への引き合いも増えました。

そして、 今年ユニクロが同様の商品を販売して、 一般の人にも広

く理解されるようになったと思います。 このように絶好の機会がある

のに、 なかなか売上大幅アップに繋がっていないのは自分の実力

なので、 少し残念です。 　

それでも、 アーバンリサーチから当社のコラボ商品が出たり、 ビー

ムスからも同様の商品がもうすぐ販売されるのは非常に嬉しいです。

サニタリーショーツの市場は３００億円ぐらいあるのでその１０％は取

りたいと思っています。 もう一つは、 水分ケアショーツで、 一般的

には軽失禁ショーツと言われています。

日本の高齢化ともに今後も成長が期待できるので、 この商品群の

売上も楽しみです。

最後に当社商品は、 量販的外にサラッフィーのＥＣ直営店か、 楽

天市場、 アマゾンでもお買い求めいただけます。

今後も皆様のご支援、 ご指導賜れますようよろしくお願いします。

ありがとうございました。

職 場 見 学 会

株式会社　半田キャスティング

住所 ： 愛知県半田市川崎町４-１-８

設立 ： ２００７年２月

フォークリフト用カウンターウェイト製造業



【ようやく秋らしくなりました。 皆様、 寒暖の差お体に気を付けて下

さい。】

香田　研二君　　伊藤　晋一君　　梶川　久雄君　　尾關實津成君

平子　明資君　　尾関　正一君　　梅村　　 篤君　　足立陽一郎君　 

岩田　滿治君　　渡邉　泰彬君　　林　　　　功君　　吉村　知紗さん

塚本　　 隆君　　石黒　　 勉君　　玉置　正樹君　　祖父江佳乃さん

西村　　 努君　　杉浦　定文君　　河東　広樹君　　中野　愛弓さん

近藤　   朗君　　加島　　 光君　　加藤　昌之君　　加藤あつこさん

　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

宇佐美太郎君　 職業紹介の機会ありがとうございます。 　

宇都木　 寧君　 北アルプスの写真を絵ハガキにしました。

　　　　　　　　　　　御笑納ください。

懇　親　会

ニ コ ボ ッ ク ス


