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１．漢城ロータリークラブより４０周年記念事業の変更案

花言葉・・・
「細やかな愛情」

がようやく届きました。現在分析中です。
２．第 40 回薪能のチケットがまだ購入できますので

初夏に、花径の先に白い小花が集まり半手まり状の花が

ご購入したい方は事務局までご連絡下さい。

沢山集まって、中心部からの湧き上がるように大きな花

開催日は 5 月 14 日（木）16 時 30 分開場
17 時 30 分開演

が咲きます。
花の名は、白い小花がふんわり集まった花の姿が、豪華

幹事報告

なレースのように見えることから名づけられました。

１．2 月 18 日開催ＩＭ報告ＤＶＤが会員人数分用意され

岩井

茂次

幹事

ていますのでお受取下さい。
２．他クラブの会報・例会変更が届いておりますので
ご確認下さい。
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会員数 対象者 出席 欠席
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61
49
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修正出席率
前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ
7

出席委員

1.山田堅太様、ようこそ川崎大師ＲＣへお越しくださいま
％
％

2.明日、出井さんの執事長ご就任お祝い会ですね。心より

87.76

％

お祝い申し上げます。

した。卓話宜しくお願いします。

3.嶋崎さんおめでとうございます。

細谷

重徳・増田

昌美・秦

沼田

直輝・宮沢

和徳・金澤

琢二・船木

幸雄

康治

各会員

スマイルレポート(ニコニコボックス)
坂東
山本

裕彦会長

出席率
74.47
73.47

メイクアップ

川崎ＲＣ

竹中

本日のニコニコのテーマ
山田堅太様、本日の卓話宜しくお願い致します。

保則

副会長

浩文様

鈴木昇二・牛山裕子・野沢隆幸・坂東保則・中村眞治

嶋崎さん矢野さん水口さん松本さんお疲れ様でした。

出井宏樹・竹内祥晴・伊藤佳子・岩井茂次・石渡勝朗

川崎マリーンＲＣ

中村

中條 藝立様

孝・矢野清久・増田昌美

各会員

本日メイクアップにまいりました。宜しくお願いします。
嶋崎

嘉夫会員

卓話

この度は大変お世話になりました。ありがとうございまし

山田

堅太

様

それでは、私が今担当しているビジネスオーディション

た。心より感謝申し上げます。

について話しをさせて頂きます。私がやっております川崎

中村

企業家オーディションは行政がやっているものでは最多

眞治会員

川崎マリーンＲＣ中條さんようこそ。メイク大歓迎です。

開催回数を誇ります。今 94 回やっておりまして、年間 6

宮山

回行っておりますので、今年度末には 100 回という事で記

光男会員

4 月 12 日大本山川崎大師祈祷殿、北川駐車場にあいて、

念の節目になります。主催は川崎市ですが、協賛団体とし

第 17 回社団法人秋田犬保存会関東中央総支部展覧会が盛

ては川崎信用金庫、横浜銀行、大手になりますとインテル、

大に行われました。貫主猊下はじめ野沢さん出井さん長岡

富士通からご協賛を頂いております。ジャンルに関しては、

さん長倉さん担当課長代理亀田さん大変お世話になりあ

物づくり、IT、サービスどんなものでも構いません。是非

りがとうございました。天候にも恵まれ厚く御礼申し上げ

皆さんご応募頂ければと思います。

ます。
小林

皆さんは補助金等に申請された方はいらっしゃいます
勇次会員

か。ご存じの方も沢山いると思いますが、やはりアベノミ

1.山田さんいつもお世話になっております。本日の卓話宜

クスという事で、色々な政策が待たれております。その中

しくお願いします。

で「物づくり補助金」、こちらは 1000 万円の補助金とい

2.嶋崎さんおめでとうございます。

う事で製造業の方。ただ、2 年前からあるのですが、その

松井

物づくりだけに特化するなという事で、今全業種が対象に

昭三会員

嶋崎会員おめでとうございます。お疲れ様でした。

なっておりますので、こちらも 1000 万円もらえるチャン

横山委員長研修会に出席できず申し訳ありません。

スですので、是非有効に活用頂ければと思います。

竹田

正和会員

後は、商工会議所でやっております「小規模事業者の持

川崎マリーンＲＣ中條さんようこそ。先日はお世話になり

続補助金」がございます。こちらに関しては、小規模事業

ました。

者だけが対象になってしまいますが、50 万円の補助金が出
るという物です。使い勝手が非常に良い補助金ですので、
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そういった事もあるという事を踏まえながらお話しを聞

ならないじゃないかと、皆様、思われると思います。正直、

いて頂ければと思います。

お金になってなかったです。どうしたかと言うと、アスリ

私のビジネスオーディションからどんな企業が出てき

ート達がそういった場合はこうした方が良いとアドバイ

たかと、新分野の進出というのはどんなことかという話を

スした時に、その方のホームページの下に表示されるよう

させて頂ければと思います。

にしたのです。なので、その方を通じて病院に行った場合

先ず、一人目です。若手企業家の挑戦という事で、一人

とか、整骨に通った場合に関して、少しバック

を頂ける

の若手企業家を去年からサーポトしております。こちらは

システムでアスリート、トレーナー、後は利用者の方と全

株式会社リンクスポーツという会社になります。代表の小

ての方がウインウインサービスになるような仕組みを作

泉信也さんですが、彼は元々野球に特化した人生を歩んで

りました。彼はその仕組みを作りまして、我々の川崎企業

いました。小学校から野球のプロを目指して、順調に高校、

家オーディションに出でくれたのですが、その時に会社を

大学と青山学院大学まで行きまして。いよいよこれからと

起こして 1 ヶ月でした。今でも証拠写真が残っているので

言う時に肩を壊しました。それで一時期腐りかけましたが、

すが、企業家の世界一になると言う事を宣言してくれまし

自分の夢とはなんだったかという振り返った時にやはり

た。起業の４カ月後は企業家の日本代表になりました。

運動が好きだという処に辿り着きまして、それで勉強はし

こちらはインテルのインテルエイテックチャレンジと

てこなかったけど、青学にいると、青学にいるという事は

言うもので、年に１回アジアのどこかの国で行われており

実は、就職に有利ではないかと彼は発想の転換をしたので

ます。昨年、そちらに日本代表として進出しました。イン

す。それで、川崎市にある大手 IT 企業に入社されました。

テルも「インテル入っている」という色々な CM をやって

入った当初は IT の技術とか全くなかったのですが、将来

いるのですが、インテルもどれだけ社会に貢献できている

的には是非、IT とスポーツを結びつけたいという思いで、

か、そう考えた時に、あまりしてないのではないかと言う

一心不乱に 5 年間勉強しました。

のはインテルの日本法人の部長の考えです。インテルは何

彼は、富士通に在職中にいろんな横の繋がりの仲間を作

をしている会社と言うのは、以外と聞かれるのですが、イ

りました。又、行政に関してもそうです。富士通時代に行

ンテル入ってるという CM を 97％の日本人は知っている

政、大手 IT、色んな方と交流を持って起業をしました。

そうです。ただ、インテルは何の会社と言うと約 50％、イ

こちらが彼のサイトですが、全て無料です。有名なアス

ンテルの製品を持っていますかと言うと 20％の人が持っ

リートインタビューとか、スポーツに対する怪我辞典とか

ていると答えるらしいのですが、実は 6 割以上の人が持っ

こういった物があります。怪我辞典に関しては、主要スポ

ているのです。ほとんどの日本のパソコンにインテルのサ

ーツで、例えば、腰を痛めた、サッカーで腰を痛めるとど

ービスが入っています。間接的にインテルの物を皆様にご

んな症状があるのかと、この場合はこういった怪我のケー

利用頂いているというケースが非常に多いのです。

スが高い、治療にはどれ位かかり、何が原因かと、そうい

インテルもリンクスポーツを何故選んだか、やはりスポ

った場合には整骨かいいのか、針がいいのか、病院がいい

ーツ×IT これはこれから伸びるだろうと、東京オリンピッ

のか、そういった事を全て分かるようにしております。こ

クもございます。後はスポーツに対してネガティブのイメ

れも全て無料で使えますし、後はスポーツの知恵袋のよう

ージを持たれる方はあまりいらっしゃいません。ほとんど

な物もサービスで行っております。こちらは怪我とか、練

の方が間接的にスポーツとなんらかの興味を持っている

習法に対してどうしたらいいかという何かを一般の方が

のです。逆にこれが介護、医療、環境とか、そういった所

投稿すると、プロのアスリートが無料で答えてくれます。

も国の成長分野でもあるのですが、やはり中々興味を持つ

そういったサービスをしております。此処で皆様が疑問に

かたは何処かしら必要な事だと思うのですが、それを注目

思ったと思いますが、タダでサイトが見られたら、お金に

してる方はスポーツに比べて少ないじゃないかと思いま
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す。スポーツ×IT という分野はインテルに関しても評価さ

女性の方に寝て頂いているのですが、夏にプールや海で使

れました。こういった若手企業家の支援をしています。

うマットに毛がはえたような物ですが、こちらのいい点と

続きまして、サンナイオートメーションですが、中原区

して段ボールに 30 枚入れることが出来るのです。これに

にある会社ですが、川崎大手企業、東芝、富士通とかいろ

空気を入れてベッドのような形にできるのです。後は一つ

んな大手企業のオートメーションをやっている会社です。

ずつ房のようになっていますので、何処が穴開いてしまっ

オートメーションと言っても、簡単に言うと防犯センサー

ても、そこだけで大丈夫と言うような設計になっておりま

とか、後はコンピューターを入れかえるとか、そういった

す。また、こちらも保温材を入れることで非常に暖かく眠

御用聞きをやっている会社です。昭和 47 年から営業して

ることが出来ます。こちらは大体 2000 円で販売をしてい

いる会社です。こちらもリーマンショックから売上は芳し

るのですが、毛布は真空状態にしておかないとかさばって

くない、その時に東日本大震災が起こりました。東日本大

しまう、それを大量にこのように保管出来る、後は劣化し

震災の後でやはり一時的に仕事が増えたのですが、落ち込

ない、ビーニルですので多少劣化しても、長時間に渡って

みは回復しませんでした。その時に大手工場からのヒント

保管が出来る、そういった所でクイックナップを販売して

を受けました。東日本大震災の後、多くの帰宅混乱者が出

おります。 こういう形で、新分野進出というと難しい新

ました。川崎駅も急きょ窓口を全部ストップして川崎市産

物質を作ると考えられる方が多いのですが、 日頃の事業

業振興会館とか、川崎駅前競輪場も開放し、帰宅困難者の

の中からヒントを頂いて、こう言った物を造って頂ければ

宿泊場所にしました。ただ、その時に皆様の寝袋、ベッド、

と思います。皆様のように業歴がありまして、色々なビジ

毛布とかも用意出来ない状態でした。関東、東北で何十万、

ネスパートナがいらっしゃる方、又社会的信頼されている

何百万人の方がそういう被害に遭われましたが、其の中で

方と言うのは異分野の進出に関しても非常に大きなチャ

うちの会館は 600 人被害者の方々がいたのです。ベッドが

ンスがあると思います。

ないので、一階のホールとか、廊下の床に段ボールと古新

新分野進出でビジネスプランを立てる時に、中には勢い

聞を配って皆さんに寝て頂きました。中には若い方から、

で行ってしまう物は多々あると思います。ただ、それはみ

高齢の方がいまして皆さんにご不便をかけましたが、その

なさんの才能なので、その感覚と言うのを大事にしていた

時に「すみません、備蓄がありませんでした」という公共

だきたいのですが、今度ビジネス プランを立てる時に

施設が非常に多かったと思います。こちらに関しては従業

5W1H で考えて頂ければ、文章としても書き易いですし、

員向けの備蓄もそうですが、帰宅困難者に向けても、助け

分かりやすいものが出きると思います。是非こういった形

合いの精神という事で、食べ物、水 3 リットル、毛布、一

で新しいビジネスプランを発表する際には私にでも良い

人当たり 1 枚という事で条例化しています。
ただ、毛布 100

ですし、商工会議所でも、市役所本体でも良いので、お気

枚貯めておくのは非常に大変です。毛布は真空状態にして

軽にご相談頂ければと思います。勿論相談料は無料でござ

おかないと虫がわいてしまい劣化してしまいます。また、

います。最後に、川崎市産業振興財団の宣伝をさせて下さ

我々のような公共施設は従業員が少なくても、備蓄数がそ

い。皆様の中小企業を応援致しますと偉そうなことが書い

れなりにできるのですが、大手の工場は一万人が勤務され

てありますが、応援は致しません、是非皆様から我々に

ており、その方達の毛布を確保するだけで、本当に大変で

色々な事を教えて下さい。我々も行政の人間ですので、実

す。それで、日頃の付き合いがあっての中、サンナイオー

際机上の空論ばかりで、あまり経営の事は分かってないで

トメーションに相談がありました。どんな相談をしたかと

すね。ですので、皆様からは色々なお知恵を頂きながら、

言うと、帰宅困難者、従業員もそうですが、そういった方

一緒に話をしていく中で、一緒に成長していければと思っ

に毛布とかを提供できないかと、そこで作ったのはクイッ

ております。

クナップと言うものです。これは非常に簡単なものです。
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４月１７日（金）桜ポスター撤去作業
殿町小学校
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8：45～9：30

集合 8：30

参加者
安藤賢一・石渡利治・水口

衛

各会員

5 月 13 日（水）
第六回クラブ協議会
「次年度に向けての協議会」
クラブ会報委員会
中村 孝／増田 昌美／牛山 裕子／内田 省治
永松 慎太郎／竹中 裕彦／水口 衛／須山 文夫

4 月 29 日
5月 6日
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