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≪司 会≫

≪合 唱≫

≪本 日のお祝い≫

お誕生 日

8月 20日 島 武志 君

≪BGM≫   チユー リップ

「BIG ATIST BEST COLLECT10N」

≪ゲス ト≫  なし

≪ビジター≫ なし

結婚記念 日

該 当者な し

高田 雅司 会長

皆 さん、こんにちは。

本 日は増 山、松本両会員

の卓話 、諧 出席 者 の表 彰

足羽会計 よ りの会計報告 と

盛沢山のプログラムで、川

崎幹事 より、 くれ ぐれ も短

めにとの指示を頂いてお ります。酷暑の盛夏、迷走台

風後のお盆体みでしたが皆さんいかがお過ごしでした

でしょうか。まだまだ暑さは続 くかと思いますが、頑

張つて乗 り切 りましょう。

これからも、より楽 しいクラブライフとなる様、企

画も練ってまい りますG皆様も体調管理には充分留意

され、元気に、仕事に、ロータリー活動に積極的に活

動 して頂けます様よろしくお願いします。

≪会員卓話≫

「地方創生のための事業プロデューサー派遣事業」

増山 達也 君

特許庁が昨年から3年間の事業 として 「地方創生に

ための事業プロデューサー事業」を静岡県、埼玉県

北九州市でスター トしています。私は、有限責任監査

法人 トーマツ シエアマネージャーとして地方創生を

平成 29年 8月 17日 天候 晴れのち曇 り

目的に昨年 1月 よ り静岡

に戻 リコンサル タン トと

しての活動 を開始 してい

ます3県内 自治体 レンタ

サイクルヘの 自転車導入、

アル ミ製品の東京企業ヘ

の紹介、静岡市用宗地域

開発、 大谷・小鹿地区再開発、入籠いち ゴt⊃ 事業 |ヒ わ

さびの新商品開発、袋井低カ リウムメニンら開発販売、

清水特許技術を用いたフルーツソース開発販売支援、

世界的シェフとのコラボ レーシ ョン企画、駿府城 をハ

ブ とした国内外観光客の静岡市内の日遊提案な どこつ

9か 月で 130件 を超える事業を要開 して 1ヽ ます .

私 |ま 1991年 三井信託銀行 |■ フ、社後、大手 」―ス会

社、住宅金融専門会社の倒産処理、大手流通グループ

の再建計画策定等に従事 し、以後 大手民間企業にて静

岡駅前再開発、広報 。IR、 事業再編、 信託銀行 にて

ブランディング、公的資金運用、大手流通 グループに

て銀行設立、大手保険薬局チェー ンにて役員等を歴任。

大手生命保険会社にて介護関連事業、M&Aに 従事 し

た後、2016年 1月 地方創生を目的に有限責任監査法

人 トーマツに参画 し、特許行事業プロデューサー派遣

事業の事業プロデューサー、静岡県規制改革会議 中部

会議議長等の公職 も兼務 しています。

現在、主に取 り組んでいる特許庁事業 と従来の特許

庁事業 との違いは、事業プロデューサーが事業推進の

支援 に特化 し、特許、実用新案、意匠、商標な ど知財

マ ッチング、大手の持つ特許の活用支援、契約、販売

まで支援 をす ることな どで、実績が出ています。

今年度の事例 として、浜松市のCAIメ デ ィアの英

会話 を しゃべ るロボ ッ ト「チ ャー ピー」の知財 戦略

販売戦略支援 「アマチュアスポーツを強 くす るJを ス

ロー ガ ンに SNSで 動画 配信 してい る浜松 の会社

「SPLYZAJの 海外特許の取得など知財戦略支援があ り

ます。現在進行形の支援事例 としてはアル ミ製品の熱

伝導率 2倍の製品を開発 した浜松の企業の支援があ り

ます。農水省管轄の地理的表示 (GI)の 支援 も行 つ

てお り「エ リア・系列・しが らみに とらわれない支援」
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変乾をもた

≪会長挨拶要旨》
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が重要だ と考えてお り、最終的には静岡モデル を作 り

上げたい と考えています。

≪会員卓話≫「イニシャルス ピーチ」 松本 安之 君

皆 さんこんにちは、親

睦委員会の松本でござい

ます。短い時間ではござ

いますが、 どうぞよろ し

く申し上げます。

生年月 日は 1968年 1月

28日 生まれの 49歳 とな

ります同世代には高校野球で活躍 した PL学園の清原

桑 田世代 とな ります。生まれは大阪市鶴見区とな りま

す。1990年 に花の万博の開催地 とな りま した。

現在は大阪府枚方市に自宅が ございま して、家族構

成は妻 と 24歳の長男、21歳の大学生の二男、現在志

望校への合格に向けて浪人中の 19歳 の三男がいます c

血液型は○型、趣味はスポーツ観戦全般で特に野球・

ラグビー観戦が趣味 とな ります。好きなプロ野球球団

は私 自身が関西人なのですが読売巨人 とな ります。そ

れ とゴル フが趣味 とな ります。

6歳のころか ら貪1道 を習ってお り、小学校のころは

少年野球 と剣道に両立をしてお りま した。

高校 の同窓生 として ラグ ビー トップ リー グのヤマ

ハジュビロの清宮克之監督がいま した。

綜合警備保障に入社後は、営業畑を歩んできてお り

4場所連続の 11年 8ヶ 月にわたる全国転勤で単身赴

任 を経験 しま したこその中でそれぞれの赴 任地の歴

史・文化あるいは県民性 を理解 しなが ら仕事を進 めて

い くことが重要であることを学びま した。会社の支社

長 とい う立場にな り会社で叱 られ る事 もほぼないよ う

な環境であ ります。そんな中で ロータ リークラブは皆

様か ら色んな気付 きを与えていただける場所であると

思つてお ります。皆 さんにお導きをいただきなが らロ

ータ リーライフを満喫 したい と思います c

≪スマイル報告≫

川崎 依子 君   8月 3日 の夜間納涼例会では親睦

会員 の皆様 に大変お世話 にな りま し

た。 また皆出席 のお祝い もいただき

感謝 してスマイル します。

由利 浩志 君   8月 2日 開催 の 「静岡商工会議所

第 1回会員交流 ゴルフ大会」。何十年

ぶ りかの藤枝 ゴル フクラブでのプ レ

ー、グロス 75、 HDCP4.8、 ネ ッ ト702
で優勝。来年 も頑張 ります。

足羽 砧治 君   米寿のお祝い、あ りが とうござい

ま した。敗戦による国上の荒廃、人々

の心の貧困、高度成長 の後のバルブ

の崩壊など、88年 を生きるのは決 し

て楽ではあ りませんで した

杉山 輝光 君   8月 3日 の夜間例会での会場利用

誠 にあ りが とうございま した。感謝

のスマイル させていただきます。

花房 善之 君

寺澤 啓子 君

近江 陽子 君

鈴木 洋一 君

望月 康弘 君

小林 創 君

長谷川 泰 君

神野 一成 君

戸塚 敦雄 君

佐橋 徹 君

高田 雅司 君

古橋 岡1俊 君

伊藤 洋一郎君

中山烏達郎 君

勝山 國太郎君

先 日の夜間例会、ハワイアンナイ

トの開催に奮闘 していただいた親睦

Gの皆様に感謝 してスマイル します。

久 しぶ りの例会出席です。なかな

か出席できなくて残念です。

当クラブ元会員の秋山努様にお会

いしま した。私が入会の機会を頂い

たことをご報告 したところとても喜

んでくださいました。 この巡 り合わ

せに感謝いたします。

今 日は久 しぶ りに青空が顔をのぞ

かせています。良いお天気が続 くよ

うにスマイル します。

皆出席 22年の表彰ありがとうござ

いました。クラブの皆様に、家族 と

健康に感謝です。

皆出席者の表彰あ りがとうござい

ました。 2年皆出席 とのこと、本当

ですかね?1実 はやればできる子なん

ですね、ボク。

lヶ 月ぶ りに出席 させていただい

たので、ご挨拶にスマイル します。

今後とも宜しくお願い致 します。

本 国皆出席表彰のお祝いを頂きま

したのでスマイル致 します。

本 国皆出席表彰のお祝いを頂きま

したのでスマイル致 します。

皆出席のお祝いを戴きました。 こ

れからも先輩方を見習つて出席を続

けたいと思います。

皆出席の表彰、ありがとうござい

ます。多分これか らも継続 しろとの

ことだと思います。頑張 ります。

26回 目の皆出席表彰ありがとうご

ざいます。

皆出席のお祝いあ りがとうござい

ますЭ終わった時の流れより先の時

ですかね。

皆出席 10年 も続けました。素晴ら

しい !自 分をほめてや りたい。

当クラブ最年長者 として 40年皆出

席賞 を頂 き感謝 してスマイル しま

す。由利 さん、古橋 さん、望月 さん

には私の地区ガバナー年度では副幹

事 として私を支えてくれましたЭ肥

田さんは当時クラブ会長であり、私

がロータリー米山奨学会理事のため

三島の米山記念館に行 く際、車に同

乗 させていただきました。感謝 して

お ります。

次回行います (会報作成 島 武志 )≪出席報告≫


