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●斉	 	 唱 
 
	 ロータリーソング「ロータリー讃歌」 
 
●本日のメニュー  
	 季節のお弁当	 とんがり帽子 
 
●本日のお客様  
	 株式会社 テラ	 代表取締役	 藤田正彦様 
   
	 	 会 長 挨 拶  
 
	 本日は、平成２５年度の赤い羽根共同募金運動での表彰状を

頂きました。ありがとうございました。 
	 さて、地元棚尾から大浜にかけて堀川があります。	 

大浜湊	 棚尾湊を支えた小さな川ですが、まちづくり活動の一

環として再整備計画に奥田雪雄先生と一緒にいま関わっており

ます。	 

	 堀川といえば納屋橋の懸かっている名古屋の堀川が話題になることが多いのですが、地元

の堀川が我々碧南市民にとって誇れる物になることを願っております。	 

	 知多の佐布里池の梅が八分咲きだそうです。昨日は菅原道真公の祥月命日ということで北

野天満宮では、上七軒の芸舞妓さん総揚げで野点の接待がされたそうです。梅をよく描いた

藤井達吉翁を思い出すのですが、この天神さんでの野点はさぞや華やかなものであろうと羨

ましく想像しております。	 

	 天神さんといえば、この時期合格祈願で賑わっております。インフルエンザの流行期に入

試があり、我が家でもドキドキしております。手洗い、うがい、マスクの徹底で予防に努め

たいと思います。皆さんも気を抜かず、健康にはご留意されますことをお祈り申し上げます。	 
  

第２６７７回例会 平成２６年２月２６日(水) 



※三週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。  

	 	 幹 事 報 告  
 
	 本日の幹事報告は、本年度分を私、次年度分を伊藤副幹事に

報告して頂きますので、よろしくお願い致します。 
・	 例会変更等はございません。その他事項は幹事報告書の通り

でございますので、ご一読お願い致します。	 

・	 ２０１４年〜２０１５年度版のロータリー手帳の予約がきて

おります。本日、紙を回しておりますので、ご予約の方は紙に丸をうって頂きたいと思い

ます。出来上がりは５月下旬の予定です。	 

・	 ５５周年記念例会開催時、２０年以上会出席者の表彰のご案内を、該当者のメールボック

スに入れてありますので、よろしくお願い致します。申し訳ございませんが、時間の都合

上、表彰は当日ではなく、４月２日の例会でさせて頂きますのでお願い致します。	 

・	 ３月から５５周年記念例会のスケジュールの案内をさせて頂きます。３月１２日に、５５

年の歩みの前半部分を上映させて頂きます。山中寛三先生にお話をして頂きますので、よ

ろしくお願い致します。３月１９日は、物故者の慰霊祭です。妙福寺で行いますので、よ

ろしくお願い致します。３月２６日は、例会にて５５周年の後半部分を上映させて頂き、

ムードを高めていきたいと考えております。４月２日は、会出席者の表彰を行います。	 

・	 本日、メールボックスにプレミアム歌謡ショーという案内を入れさせて頂きました。三井

エージェンシーが、碧南ロータリークラブ５５周年のためにいつもとは違うショーをして

下さります。サプライズがあるそうですので、ご期待して頂きたいと思います。	 
 
 
	  委 員 会 報 告  
 
＜出席奨励委員会＞  

 
 
 
 
 
 

 
 
＜ニコボックス委員会＞ 
長田	 豊治君 過日、安城にて開催されたＩ.Ｍ.には多くの会員皆様にご参加頂き有難う 
岡本	 明弘君 ございました。今年は安気に出席させて頂きました。 
長田	 豊治君 昨日は碧南歯科医師会長伊藤正幸さんにお世話になり有難うございまし

た。 
長田	 昌昇君 岡本幹事にお手数をお掛けしました。長田会長の奥様にお世話になりまし

た。 
長田	 和徳君 今日の卓話の藤田君は私の１０年来の友人です。頑張って下さい。 

	 総会員数 69名 (内出席免除者 9名の内出席者 6名)出席者 56名 

	 出席対象者	 56／65名 	 	 出	 席	 率	 	 	 	 86.15％ 

	 欠席者 13名(病欠者 0名) 	 	 前々回修正出席率	 100％ 

岡本明弘幹事 



角谷	 	 修君 本日の卓話講師 株式会社 テラ 藤田正彦様を紹介させていただきます。 
大竹	 密貴君 奥津さん、先日は有難うございました。 とても美味しかったです。 
	   
 	 卓  話  
 
「ネットにおける、新たな世界について  等」  
株式会社 テラ	 代表取締役	 藤田正彦様 
 
	 皆様、初めまして。藤田と申します。よろしくお願い致しま

す。本日、お話させて頂きますのは、インターネット社会の今、

という事で、ここ最近のトレンド等をお伝え出来たらと思います。 
	 まず私の自己紹介ですが、株式会社テラの代表取締役と RYU-TRADING という会社の取
締役をやっております。 
	 株式会社テラのご紹介を少しだけさせて頂きたいと思います。平成７年２月に創業致しま

して、翌年の１０月に設立致しました。本社は中区にございます。ランの館のすぐ横になり

ます。名古屋を中心に、関東、関西、中部を営業しております。CI、VI、マーケティング整
理、Web上のブランド戦略を行っております。制作物では、ホームページだけでなく、パン
フレット等、多種多様に渡るメディアをクロスさせながら、行っております。スタッフが３

０名おりますが、お聞きした事があると思いますが、Webデザイナー等、ホームページ制作
にも１０職種の人間が関わっております。規模の小さいものですとWebデザイナーだけでも
可能ですが、大企業のホームページ等は、１つのものを作るのに、１０職種の人間が関わっ

ている事になります。自動車、機械、エレクトロニクス、資源、エネルギー、金融関係、生

活良品、娯楽エンターメディア、流通、外食等、全てに渡ってお客様がございます。職種は

選ばず、お付き合いさせて頂いております。レクサスのホームページ立上げ時のトップペー

ジや、アイシン精機、NEXCO中日本のホームページ等をやらさせて頂いております。 
	 本日の本題に入りたいと思います。 
まず、インターネットは人口の約７９.５％の人が使っております。皆様が何かしら関わって
いる状況だといえます。 
	 携帯電話、PHS は当然のように使われております。パソコンもやや下降しておりますが、
圧倒的に多いです。今増えてきているのがスマートフォンです。また、タブレットもまだま

だ低いのですが、ニーズはすごく高まってきております。逆転は時間の問題だと思われます。 
	 ホームページに関しても、PCサイトだけでなく、スマホやタブレットを意識した制作が重
要になります。メディアによって見え方も変わるというのが、現在では主流になってきてお

ります。BtoC向けホームページではこういった作りが多いかと思います。 
	 ホームページを更新したい時に、制作会社に発注してから更新といった形をとるとタイム

リーに更新できません。企業や店舗が自ら更新を行えるようなシステムもございます。CMS
と呼んでおりますが、お詳しい方は知っているかもしれませんが、「Movable Type」と
「WordPress」がございます。「WordPress」は無料なので、圧倒的に人気がございます。弊
社では「Movable Type」で作っております。なぜかと申しますと、「WordPress」は無料な

藤田正彦様 



ので、セキュリティの問題上狙われやすいというのがございます。その点からほとんどを

「Movable Type」で制作しております。 
	 次にショッピングサイトです。数点ショッピングサイトで出したいという際に、ただにな

りました。これをやったのが Yahooです。楽天は有料なのですが、Yahooショッピングでは
無料にしてしまいました。それにつられて、他のショッピングモールもどんどん無料になっ

てきております。ネット販売がどんどん増えてきます。２０１８年には、２０兆８,０００億
円とも予想される市場となっております。 
	 また、使われている方も多いと思いますが、アメブロや facebook、Twitterなどの SNSも
ございます。ブライダルゲストハウス「プラス」さんのサイトですが、ログ解析をしますと

トップページの次に開かれているのがブログページです。ブログなどは生の声が分かるとい

う事で、一般ユーザーの方は多く閲覧されているのではないかと思います。SNSの発達でネ
ットワークが広がっておりあすので、口コミでの情報拡散が成功のカギになります。プラス

さんでは、社長ブログ、スタッフブログにかなり力を入れております。ブログを通して、会

社のブランディングをしております。 
	 弊社でも facebookページをやっております。例えば誕生日会をやったよ、とかですとケー
キの写真を載せたりして、社員の雰囲気を分かりやすくし、採用に活かそうと戦略をたてて

おります。個人ページをやっておりますが、藤田という人間を知ってもらってからお仕事に

なるケースもございます。昨年も何件がお仕事させて頂きました。 
	 ここ最近では回線の高性能化によって、動画などの大容量のデータのやり取りがスムーズ

になってきております。YouTube や USTREAM が盛んになってきております。ホームペー
ジや SNSに動画を埋め込む事で分かりやすくなり、もっとアピールできるようになります。 
	 動画が見れるようになった事で、もう一つ大きなメリットが出てきました。それは社員教

育です。手を洗うという作業をマニュアル化したとします。手をどれぐらい洗うのか、内側

だけか、手の甲もか、石けんをどれぐらいつければいいのか等、今まではテキストと写真だ

けしかありませんでした。弊社のお客様でもどんどん動画マニュアルを導入しております。

人間ですと人が変わると教育の仕方、伝え方も異なり、そこで事故がおきやすくなります。

動画にし、マニュアルを一本化する事でこういった事故も防ぐ事が出来ます。一本一本の動

画を短くする事で、人の脳に覚えやすい作りにもしてあります。 
	 リゾートホテル、スーパーマーケット、食肉加工工場、葬祭業、スポーツ用品販売店、粉

末冶金工場等、多くの企業様でご使用頂いております。 
	 最後に、スマホやタブレットが普及してきた事もありまして、アプリ開発も最近多くなっ

てきております。私どもが作ったアプリですが、パンフレットである程度の情報を見せてお

いて、あるマークにスマホをかざすと映像ででてくる、等です。AR（拡張現実）という技術
を駆使しております。また、博物館や美術館用に作ったものもございまして、音声で案内し

てくれるとこもありますが、タブレット端末を持って歩き、あるマークにかざしますと映像

や音声で案内してくれるといったアプリも作っております。 
	 時代とともに成長を続けておりまして、インターネットの可能性は想像を超えて広がって

おります。従来のインターネット活用から一歩踏み出す事でビジネスの流れを大きく変える



事が出来ると思っております。本日はどうもありがとうございました。 
 
 
 
 
 次回例会案内  

 
平成２６年３月１２日（水）  
卓話：「碧南ロータリークラブの歴史を語る５０周年まで」  
 
平成２６年３月１９日（水）  
移動例会  
物故慰霊祭	 午後１２時１５分集合  
場所：毘沙門天	 妙福寺  
 
平成２６年３月２６日（水）  
卓話：「碧南ロータリークラブ  ５０年以降の歩み	 ５０年度
から５５年度」  


