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第 1999 回（本年度 第 40 回） 例会 平成 26 年 5 月 7 日  晴  

  

 

●司会              秦 琢二 ＳＡＡ 

●点鐘             鈴木 昇二 会 長 

 

●斉唱  「君が代」 「奉仕の理想」 

     ♪ソングリーダー    石渡 利治 会員 

 

●卓話者の紹介         鈴木 昇二 会 長 

マイスター・コンサルタンツ株式会社  

代表取締役 小池浩二 様 

●来訪ロータリアンの紹介   水口 衛 親睦委員長 

本日はいらっしゃいません。 

入会祝・奥様誕生祝・会員誕生祝 水口 衛 親睦委員長 

入会祝 

寺尾 巌  会員         1971 年 5 月 11 日 

鈴木 昇二 会員         2004 年 5 月 12 日 

前田 良賢 会員         2013 年 5 月 15 日 

奥様誕生祝 

細谷 重徳 会員 奥様 やす子 様 

石渡 利治 会員 奥様 紀美子 様 

清水 宏明 会員 奥様  晶子 様 

秦 琢二  会員 奥様  明子 様 

永松 慎太郎会員 奥様  智子 様 

 

会員誕生祝 

遠藤 悦弘・荒金 眞弘・須山 文夫・牛山 裕子 

川崎大師ロータリークラブ週報 
第 41期 

会 長 鈴木昇二 

副会長 牛山裕子 

幹 事 清水宏明 

ＳＡＡ 秦 琢二 

 

例会日：毎週水曜日 ＰＭ１２：３０
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須釜 賢治・澤口 みよ子 

      各会員 

会長報告    鈴木 昇二 会長 

１、６月６日の薪能 協賛広告とチケット購入のお願い 

２、Ｒ青少年交換学生ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ交代のお知らせ 

３、フィリピンシキホール島のロータリアンによる 

「台風 30 号の被災地支援依頼」寄付結果について 

24,000 円 

４、米山梅吉記念館１００円募金 4,300 円 

幹事報告   清水 宏明 幹事 

 

１、ファイヤサイドミーティングの件 

２、ガバナー月信を配布します。 

３、5 月の R レートは 1 ドル＝102 円です。 

４、本日は定例理事会があります。 

５、他クラブの例会変更のお知らせを回覧します。 

 

委員会報告  

情報委員会           増田 昌美 委員長

本年度最後のファイヤーサイドミーティングを開催しま

す。スケジュール等は週報に掲載します。 

 

ゴルフ同好会          白石 浩司 委員長 

４月 24 日に第 1 回のクラブコンペ開催し大変盛り上がり

ました。第２回目は 6 月 11 日移動例会前に小田原湯本 CC

です。まだ枠が残ってます。是非参加して下さい。 

 

出席報告           須山 文夫 出席委員長 

会員数 対象者 出席 欠席

1999 回 56 47 35 12 74.47 ％

1997 回 56 45 31 14 68.89 ％

9 修正出席率 88.89 ％

出席率

前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　

メークアップ 

野沢 隆幸・林  鶴・安藤 賢一・竹田 正和 

渡辺 冨士夫・船木 幸雄・沼田 直輝・中村 孝 

前田 良賢       各会員 

 

スマイルレポート（ニコニコボックス）小林 勇次 会員 

鈴木 幹久 会員 

小池様、その節は大変お世話になりました。今日は、

又卓話楽しみにしております。 

大藪 善一 会員 

長い間欠席をして申し訳ありません。 

竹田 正和 会員 

・お大師様の大開帳を祝います。 

・小池様、卓話よろしくお願いします。 

水口 衛 会員 

小林さん、先々週は親睦委員長代理をありがとうござ

いました。 

小林 勇次 会員 

皆様、ゴールデンウィークはどうお過ごしでしたか？

私は、仕事をしていました。 

出井 宏樹 会員 

大開帳奉修中です。 

牛山 裕子 副会長 

米山梅吉記念維持費募金にご協力いただきありがと

うございました。春季例祭の帰路、板橋敏雄ロータリ

ー米山記念奨学会理事長とご一緒して、「青少年奉仕

に頑張りましょう！」とお励まし頂きました。 

清水 宏明 幹事 

マカオで開催される業界の国際大会で、日本代表とし

て講演する事になりました。本日出発します！ 

鈴木 昇二 会長 
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① 小池浩二様、ようこそお出で下さいました。本日

の卓話宜しくお願い致します。 

② 5 月 1 日に、大本山川崎大師平間寺 大開帳 開

白（カイビャク）行事に参加させて頂きました。

有難う御座います。 

③ 4 月 23 日 妻に誕生祝いのお花が届きました。

有難う御座います。 

 

本日のニコニコのテーマ 

『小池浩二様 本日の卓話宜しくお願い致します』 

永松 慎太郎、寺尾 巌、岩井 茂次、細谷 重徳、

矢野 清久、船木 幸雄、坂東 保則、沼田 直輝、

竹中 裕彦、遠藤 悦弘、中村 孝、前田 良賢 

石渡 勝朗              各会員 

 

卓話者の紹介     鈴木 幹久 プログラム委員長 

 

小池浩二様 

昭和 60年大手経営コンサルティング会社入社 

福岡拠点の基盤づくりに奔走し、拠点の経営を軌道に乗せ

た後、東京へ拠点開設のために転勤。持ち前の卓越した戦

略で最大拠点を作り上げ退社。 

中小企業専門の経営コンサルタントとして平成 9 年創業。 

中小企業の第一義は「継続して栄える事」と考え、継栄イ

ズムを信条にしている。 

特に「年商 10 億・30 億・100 億の壁を突破させる方法」

には実践的で中小企業向けと定評があり、全国各地から依

頼がきている。 

現在、東京継栄塾、みらい継栄塾（横浜市との共同事業）

にて講演中。また日本商工会議所専任講師として全国各地

の商工会議所、中小企業団体中央会や各団体、企業での講

演活動も積極的に行う。平成 17 年 9 月「なぜ、会社がう

まくいかないのか？」出版。 

平成 18 年 6 月第 2 弾「売り上げを一ケタ上げるための社

長の教科書」平成 23 年 1 月第 3 弾「プレイングマネージ

ャーの仕事術」を発表。 

卓話 

「複雑系社会に挑む 21 世紀型中小企業」 

 
１、新しいステージへ！ 

リーマン対策から始まった 2009年から 2020年までの間、

経済の 12 年周期の最後は東京オリンピック開催。深い闇

の中からやっと抜け出して行くステージに入ってきてい

る。 

この過去 20年間の企業の舵取りはバランスシートの資産、

債務の圧縮とリストラ型コストダウンでの PL づくり。一

律型のデフレ均衡政策の２大基調だった。 

２、複雑系社会の到来＝物事が予測不可能に変化する社会 

国内だけでなく世界の様々な要素が絡み合い影響を受

ける社会。そんな中で未来を予測していくことが非常に困

難で法則性が見つけづらい。複雑系社会以前は「昨年の延

長線上に今年がある」「昨年の延長線上に今日がある」と
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スケジュール予定 

5 月 21 日(水) クラブ協議会 次年度活動方針 

ファイヤーサイドミーティング 

A ｸﾞﾙｰﾌﾟ 5 月 27 日(火) ニ八食堂(初音寿司)18：00 

B ｸﾞﾙｰﾌﾟ 5 月 29 日(木) 浜寿司      18：00 

C ｸﾞﾙｰﾌﾟ 5 月 30 日(金) 恵の本      18：30 

 

過去・現在・その流れで未来が来ると考えられた。複雑系

社会は昨年と今年は全くの別世界で目の前に起こるシー

ンで最適な判断を下していかなければならない。しかし何

も考えずに今までと変わらない仕事をやりたがる習性が

組織にある。そうすると複雑系社会では硬直化しマーケッ

トとのギャップが広がっていく。 

３、2014 年から始まる「複雑系社会に挑む 21 世紀型中小

企業」の到来、自律型の企業が求められるステージ！ 

自律型というパスポートを手にすることとは？従来型

の固定概念では理解できないことが世界で多数起こって

いる。このことを積極的に理解していくことである。 

 

例えば 

なぜ、円安で輸出製造業の売上高が伸びてるのに利益が上

がらないのか？ 

なぜ、公共工事が有り余るほどあるのに工事が進まないの

か？ 

なぜ、物価上昇率 2％目標なのに金利は上がらないのか？ 

これらの事は従来型の考えでは理解できないこと。 [自

らの価値観を持ち、組織全体の価値観との整合性を図りな

がら目的と手段を考え、作り出していける]ことこそ自律

型というパスポート手にするということです。 

４、押さえるべき本質  

ニーズへの対応＝「作れば売れる時代」からウオンツへ

の対応＝「価値を伝えないと売れない時代」への変化。そ

して今はサーフィット（SEARCH+FIT）＝「価値がわかる人

を探し、その価値をフィットさせないと売れない時代に突

入。 

５、コンセプトマーケティングの必要性 

 ターゲットを絞る＝顧客を選ぶ～ターゲットの選定＝

可能性のある顧客層を絞る～コンセプトを打ち立てる＝

顧客に対する「訴求価値」と顧客がどのように使うかとい

う「利用シーン」～ターゲット顧客に価値を伝える＝絞り

込まれたターゲットと深い関係を築く。 

現在は日常品に対しては財布の紐が固く閉ざされている

がそれ以外のものは価格力より品質力が優先する。品質と

は人に関する品質、モノ・サービスに関する品質、現場力・

技術力に関する品質、経営姿勢・顧客対応姿勢に関する品

質、企業が目指すべきものの品質である。品質力は現場力

が求められる。現場力とは現場が知恵を出し、創意工夫す

ることができるかどうか？戦う土俵を決め、戦う武器を決

めること。「広く浅く」でなく「狭く深く」が肝要。 

 

今まさに過去 20 年間では設定すらできなかった大きな

節目が 2020 年で設定できる環境になってきた。私は「課

題山積先進国」の日本に訪れた複雑系社会に対し 2020 年

までの７年間の大綱を睨みつつ新たなステージの助走を

始める時と確信しております。 

皆様の今後のご活躍を祈念して卓話を終わります。 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会 5 月 28 日（水） 

卓話 「中国では普通のこと」  

家田 利一様 

：クラブ会報委員会： 

増田昌美／竹田正和／須山文夫／飯塚元明 

竹中裕彦／水口 衛／岩井茂次／中村 孝 


