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次回の卓話

2009年12月2日（水）

「家族月間」

親睦活動委員会 宇野芳孝委員長

角家 篤副委員長
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四四四四つのつのつのつのテストテストテストテスト 言行はこれらに照らしてから

１． 真実かどうか ３． 好意と友情を深めるか
２． みんなに公平か ４． みんなのためになるかどうか

今週今週今週今週のののの例会例会例会例会 第第第第2719271927192719回回回回
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国歌斉唱

ロータリーソング「奉仕の理想」

岸和田ＲＣ歌「両手を揚げて」

お客様の紹介

出席報告

会長の時間

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

卓話

「歴史に学び 変革と進歩を」

国際ロータリー第2640地区

ガバナー 村上 有司様

奉仕の理想に集いし友よ

御国に捧げん我等の業

望むは世界の久遠の平和

めぐる歯車いや輝きて

永久に栄えよ

我等のロータリー

奉仕の理想

1.葛城に昇る 朝日に

両手を揚げて

奉仕の理想を迎えよう

すばらしい明日を築く

我ら岸和田ロータリークラブ

2.茅渟の海に 沈む夕日に

両手を揚げて

四つのテストを讃えよう

輝く未来を築く

我ら岸和田ロータリークラブ

両手を揚げて



2009年11月18日 第2718回

ロータリーソング「四つのテスト」

唱歌「里の秋」

お客様の紹介

出席報告

会長の時間

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

卓話「ｽﾎﾟｰﾂﾒｰｶｰのWeb Marketingに

関する研究‐日韓ﾒｰｶｰの

ｳｪﾌﾞｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨの比較分析‐」

米山奨学生 朴 燦浩様

会員数４２名 出席義務会員数３７名

１１月１８日 出席会員25名 67.57％

１１月 ４日 MUを加えて 86.49％

岡本桂四郎会長

米山奨学生

朴燦浩様

●会合報告

11/12 ワイン＆グルメ同好会が、がんこ岸和田五風

荘で開催されました。22名の方に出席をいた

だきました。ありがとうございました。

11/18 本日、岸和田RAC例会です。

11/25 ガバナー公式訪問です。村上ガバナー・小西

ガバナー補佐・吉田地区代表幹事・竹本地区

幹事の４名がいらっしゃる予定です。よろし

くお願いいたします。

11/28 IM第6組が全日空ゲートタワーホテル大阪に

て開催されます。事前会議(午後1時開始)は

フレッシュ会員と財団・米山委員長会議が

あります。（当クラブはファンド伊丹委員

長・前川副委員長が担当されます）本会議

は午後2時30分開会です。

●本日は、生薬の話をします。

生薬には大きく分類して植物性・動物性・鉱物性

の３つになりますが、本日は日頃触れる機会が少

ない鉱物性の生薬について、ご紹介していきたい

と思います。

・石膏（せっこう）

骨折等をした際に固定する石膏も、生薬として

使用することがあります。効能は清涼解熱薬、

利尿作用が強く、漢方の代表的な清熱薬です。

・滑石（かっせき）

天然の粘土鉱物で、昔道路に落書きをする時等

に使ったチョークの様なものです。効能は消炎・

利尿・止瀉薬として使用されます。

・竜骨（りゅうこつ）

動物性の生薬に近いかも知れませんが、古代生物

（マンモス・サイ・シカ）等の化石です。沈静作用、

止血作用がありますが、動悸を沈め、不眠を治す

薬として用いられます。

・牡蠣（ぼれい）

これからカキ鍋等の季節ですが、そのカキの貝殻

です。沈静作用・止汗作用とがあり、制酸・止

渇・鎮静薬として胃酸過多症・精神不安症等に用

いられます。

・芒硝（ぼうしょう）

天然の硫酸ナトリウムです。

消化・利尿薬として時々用いられます。

●例会臨時変更・休会のお知らせ
高師浜RC・りんくう泉佐野RC・阪南RC
詳細につきましては、事務局宛お問合わせ下さい。



例会委員会

石本喜和男委員長

●石本喜和男会員

本日、米山奨学生の朴燦浩さんが卓話を担当しま

す。ご清聴、よろしくお願いします。

●岸田次郎会員

グルメ会に大勢お越し頂きまして、ありがとうご

ざいました。

●梶野和一郎会員

家内の誕生日に、お花をありがとうございます。

●加藤二朗会員

グルメ同好会で、櫻井さんのおしゃべりに周りの

人はストレスが溜まったと思います。私が友達で

傍にいながら無口なため、櫻井さんのおしゃべり

を止めることができず、反省しています。

●浦川信司会員

会計印を忘れてしまいました。

●雪本栄会員

先週の例会を欠席しましたので。

１１１１．．．．緒言緒言緒言緒言とととと目的目的目的目的

現代は、情報が溢れている情報革命またはIT

（Information Technology）革命時代と呼ばれてい

る。プロスポーツやスポーツ企業もウェブサイトを

持っており、それを活用することが当たり前の時代

になった。例えば、アメリカのプロスポーツにおい

ては、各リーグファンの80%以上がインターネット

を利用し、70%以上がインターネットで試合結果を

確認している。このようなデータから、ウェブマー

ケティングがスポーツ消費者に対して有効であるこ

とがわかる（松岡，2003）。

インターネット・ユーザーは、特定のeブランドに

固執し、そのブランドの商品やサービスを繰り返し

購入する（Phill，2000）したがって、スポーツ企

業やプロスポーツは、イメージを顧客に明確に訴求

できる効果的な手法と、消費者のウェブ活用パター

ンにあったウェブアイデンティティを構築すること

がウェブサイト構築の一番重要な要素である（Song，

2005）。このようにウェブサイトを通して製品では

なく企業のブランドを売るべき世界が来た。

本研究の目的は日韓のスポーツメーカーのウェブア

イデンティティ構築を比較することによりウェブサ

イト上で行っているスポーツメーカーの戦略を明ら

かにすることである。

2222．．．．背景背景背景背景

両国のインターネット普及率は韓国76.3%、日本

69.0%で徐々に増加している。インターネットの利

用目的として情報収集を主に利用しているのは共通

点であったが、韓国は余暇活動とコミュニケーショ

ンの割合がそれぞれ86.1%と83.0%で非常に高い。一

方、日本は余暇活動やコミュニケーションの割合が

少なく、両者間で大きいな違いがみられた（韓国イ

ンターネット白書、2008）。

日韓のインターネットによる社会的関係を見ると、

韓国はEメール・メッセンジャーを通してよく接続

して既存の友達と関係をもっと強く維持させている。

また、コミュニティやカフェー（インターネット上

で同じ趣味や関心を持っている人々が集まってコミ

本日は、米山奨学生の朴燦浩さんに卓話を担当いた

だきます。テーマは「スポーツメーカーのWeb 

Marketingに関する研究‐日韓メーカーのウェブア

イデンティティの比較分析‐」です。現在大阪体育

大学のスポーツ科学研究科・修士課程の２年生であ

り、来年卒業予定です。先日アメリカにて行われた

国際学会に出席したりと、彼は非常に勉強熱心です。

卒業後は韓国・釜山に帰国して、お父様が（彼の研

究と）類似したお仕事をされている様で、将来的に

は大学の研究の成果を存分に発揮し、日韓を股に掛

けて（自分の携わる仕事を）発展させていきたい、

とのことです。それでは、よろしくお願い致します。

米山奨学生

朴燦浩様
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NOVENBER～DECEMBER ２００９ １１月 ロータリー財団月間

ュニケーションをとるところ）活動を通してオフラ

インで出会ったりするなどインターネット利用が社

会的な関係をもっと強化・拡張させている。日本の

場合はSon（2006）Bayoung（2005）とIshii(2006)

の研究でプライバシーについて関心高く、個人的な

領域を徹底に守ろうという日本の特性が携帯電話イ

ンターネット利用の割合を高く上げる原因になると

みられた。

3333．．．．研究方法研究方法研究方法研究方法

1111））））ウェブアイデンティティウェブアイデンティティウェブアイデンティティウェブアイデンティティとはとはとはとは

ウェブアイデンティティとは、ウェブサイトのコン

テンツとデザインに企業理念を反映させ、一貫した

イメージを消費者に認知させるために構成する連想

体系である（HA，2001）。企業内部的に統一した目

標としてウェブアイデンティティを構築すると同一

な目標と統一になったアイデンティティとして早く

効率的に消費者に近寄ることができる。このように

顧客の変化に合わせて柔軟に対処ができるウェブア

イデンティティ要求が増加している趨勢(すうせい)

である。

2222））））研究対象研究対象研究対象研究対象

日韓の企業戦略は社会的、文化的な背景に影響を受

けることから日韓の特色が強い両国の自国スポーツ

メーカーの中で売上高や認知度が最も高い企業を

対象にした。韓国の場合は一位と二位が外国のメー

カーなので三位と四位の内で成長率が高いLecafを

選定した。日本の場合は売上高はミズノが一位だが、

世界的な広がりと株価の高さを考慮してアシックス

を対象に選定した。

3333））））分析方法分析方法分析方法分析方法

ウェブアイデンティティのデザインの要素は、

Information Architecture、Navigation、Layout、

Color 、TypographyGraphic、Metaphore、 Dynamic 

Effectである（Song，2005）。その中で社会・文化

的な影響が受けやすいと思われる。 Information 

Architecture 、 Layout 、 TypographyGraphic 、

Dynamic Effect の四つを抽出して比較分析をする。

4444．．．．結果結果結果結果

各デザイン要素で分析した結果微妙な差があるのが

わかった。 メインメニューでは、Lecafは、メイン

画面から動的なグラフィックを使用してブランドイ

メージをアピールしており、ポップアップ・メニュ

ーとコミュニケーションカテゴリが多い。一方、ア

シックスは会社の最新情報を主に扱うとともに、メ

イン画面では静的なグラフィックを使用している。

また、コミュニケーションコンテンツカテゴリがな

かった。 この結果を両国の文化社会関係によって

マーケティング戦略の差を詳しく報告する。

近隣クラブ卓話ご紹介
岸和田東ＲＣ １２月 ４日（金）「年次総会」
岸和田北ＲＣ １２月 １日→１１月２８日(土)「ＩＭ第６組」
岸和田南ＲＣ １２月 ３日（木）「年次総会」

Sunday      日 Monday 月 Tuesday 火 Wednesday 水 Thursday    木 Friday        金 Saturday    土

勤労感謝の日
例会

ガバナー公式訪問

(終了後 座談会)

ＩＭ第６組

ﾎｽﾄ：りんくう泉佐
野ＲＣ 於全日空

ｹﾞｰﾄﾀﾜｰﾎﾃﾙ大阪

RAC例会

例会「家族月間」

宇野芳孝親睦活動
委員長・角家篤副
委員長

年次総会

会長ｴﾚｸﾄ研修

ｾﾐﾅｰ

会長ｴﾚｸﾄ研修

ｾﾐﾅｰ

例会「全国のｸﾗﾌﾞ
探訪」

石本喜和男会員

ゴルフ同好会

振替休会

RAC例会 馬山ＲＣ来日

（～２０日）

調印式

忘年家族例会

於.岸和田ｸﾞﾗﾝﾄﾞ

ﾎｰﾙ
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