
第 2850回例会

≪司 会≫  川崎 依子 君

≪合 唱≫  「我等の生業」

≪BGM≫   パ リは燃えているか サウンドトラック盤

≪ゲス ト≫ アウンコンサルテイング (株 )

信太 明 様

≪ビジター≫ なし

≪本日のお祝い≫

お誕生 日

4月 16日 村松 重治 君

結婚記念 日

4月 13日 鳥屋原 昇 君

4月 17日 山下 勝央 君

高田 雅司 会長

皆 さん、 こんにち

は 。

今 日は卓話者にア

ウンコンサルティン

グ (株 )の CEO信太

明様をお迎えしてお

ります。信太様後ほ

ど卓話をよろしくお

願い致 します。

さて先週の土曜 日ですが、当クラブ唯一の友好交流

クラブである新潟東 ロー タ リークラブの創立 60周 年

記念式典 に、当初 よ り当クラブの交流担 当 としての役

割 を担 つて頂いてい る由利会員、中嶋会員 と共 に 3名

にて参加 出席 して参 りま した。当 日は 7時 14分発の「ひ

か り」にて静岡を出発 し、約 3時間 15分の新幹線での

旅で、10時半には新潟駅に至1着 し、会場の ANAク ラウ

ンプラザホテル新潟 にて新潟東 ロー タ リー クラブの皆

さんのお出迎えを受 け、式典は H時 の水本会長の開会

点鐘でスター ト致 しま した。 クラブの記念事業の報告

や 10年の歩みについて報告がなされ、一時間ほ どで式

典は閉会の点鐘 とな り、体憩の後一時間程の記念講演

平成 30年 4月 12日  天候 晴

会が催 されま した。その後 30分程の休憩 中は ミニ コン

サー トとウェルカム ドリンクが提供 されま した。その

後水本会長の挨拶で祝賀会が開宴 とな りま した。祝宴

は厳選 された素材 のフ レンチの コース料理 とワイ ン、

そ して地元の 日本酒が提供 されま した。

招待・参加 されま したのは、地区ガバナーは じめ地区

役員、市内の親倶楽部である新潟 ロー タ リー クラブを

は じめ とした ロー タ リー クラブ と、友好 クラブの高崎

北 ロー タ リー クラブ、そ して奉仕活動 としての寄付 を

してい る団体の代表の方 々な どで、ホス トクラブの会

員 60名 を加 え総勢 150名 程で した。

会長や実行委員長 にお話 を伺いま したが、記念事業

費は総額 800万 円ほどとのお話 しで した。因みに登録

料 として一人 1万 5000円 をお支払い し、お持ち したご

祝儀 はお受け取 りにな りませんで した。

3時半には、恒例の 「手に手つないでJの後に中締め

とな りま した。新潟東 ロータ リークラブの面々の御見

送 りを受け、9月 中旬の訪問再会 を約束 し、早々に会場

を後に し、MAXと き十ひか りにて、7時過 ぎには静岡に

至1着致 しま した。慌ただ しい行程で したが、質素でもな

く華美で もない心地 よい記念式典で、旧交を深 め られ、

非常に有意義な訪間で した。

以上、新潟東 ロー タ リー クラブ訪問の報告 を挨拶 に

替 えさせて頂 きます。終わ ります。

≪来賓卓話≫

アウンコンサルティング (株 ) 信太 明 様

皆 さんこんにちはc信太 明 (し

だ あきら)と 申します。相原氏の

ご紹介で本 国卓話をさせていただ

く事 とな りましたG どうぞよろし

くお願いいたします。

私は現在 「アウン コンサルテ

ィング株式会社Jの代表取締役兼

CEOを務めてお ります。

弊社はインターネ ットによる広告事業が主な仕事で

5年前より海外不動産の事業も始めました。

私の生い立ちを少々述べてみます。私の生家は福島

≪会長挨拶要旨≫
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市で材木業 を営んでお りま した。地元の高校 を卒業す

る時には私 自身では家業を継 がな くては と思つてお り

ま したが、父は「この家の跡継 ぎは不要、お前はお前の

好きなことをやれば良い。」 と言われま した。それでは

と将来 を考えて、当初 は安定 した公務員 を望んでいま

したがや は り自分 自身で事業 を始 めてみたい と思 うよ

うにな りま した。そこで、30歳 までに起業す る事、キ

ャッシュフロー を重視す る事業 を 目標 としま した。早

稲 田大学政治経済学部 に入学 して学業はほ どほ どに し

て 2年生か らは将来の起業を見据 え、専 ら、アルバイ ト

に精 を出 していま した。 アルバイ ト先は リクルー ト社

で、“じゃ らん"と い う雑誌の創刊にかかわつた り、求

人広告 の営業を担 当 しま した。卒業後 はアルバイ トの

延長の よ うな形で  リクルー ト社 に就職 して営業部 に

配属 されま した。このころの営業の新人はほとん ど 1日

中仕事を していま した。午前中は 200件 の電話でアポ

を取 り、午後か らは 100件 の飛び込みがノルマで、夜の

10時 ころまで外で働いていま したc リクルー ト社を退

社 して 日本ネ ッ トワーク研究所 を経て、ABCマー ト社 に

入社 して営業本部長 として経営の勉強 を させ て もらい

なが ら、当初の数十店舗 を十数倍 にまで拡張す ること

が出来ま した。30歳 になった 1998年 に予定 どうりにア

ウン コンサルテ ィング株式会社 を設立す ることが出

来ま した。資本金は 1000万 円で した。おかげ さまで事

業は順調に経過 して年商は 5000万円か ら 50億 円にま

で拡大 して 6億 の利 益 を上 げ るまで にな りま した。

2005年 11月 に東証マザーズに上場 し 2006年東証一部

上場の認定を頂 きま したが社 内の事情で辞退いた しま

した。2016年 10月 に東証二部に上場 して現在 に至って

お ります。現在 弊社の資本金は 3億 4,000万 円、従業

員は約 100名 お ります。

数年前か ら海外 にも拠 ,れ を設 けて、事業の 2～ 3割

が海外 の事業 となっています。国内企業の海外進 出の

お手伝いや外国企業の 日本進 出の調整 な ども行 つてい

ます。海外 には台湾、香港、韓国などアジアを中心に 6

拠点 を持 つてお ります。最近では 海外不動産投資の

事業 も多 くな りま した。私は海外事業 を展開す るにあ

たっては GDPと 人 口の増加 が重要な要素 と考えていま

す。一般的に GDPの 60～ 70%は個人消費によると言われ

ていますので、人 口の増加が期待 され るアジアの国々

に注 目しています。是非、皆様 もご検討宜 しくお願い致

します。本 日は有難 うございま した。

≪雑誌 フォー ラム)≫
雑誌・広報 グルー プ  鈴木 広士 君

「ロータ リーの友」を読 もう

3月 号より

「今から始める長生きのための食生活の秘訣」

フー ドアナ リス ト・栄養士 笠井 奈津子

40歳を過ぎると人はだれ しも消化器系 (胃 腸)の機

能低下、消化器ホルモンの分泌量の低下、全身機能の低

下などが見られるようにな りますので、バランスの良

い 良質な食品をとることが大事にな ります。食事で

は主食主菜、副菜、汁物の四つの基本要素を取 り込むこ

とが重要です。エネルギー源である米、穀類の炭水化物

は主食肉、魚、卵などに多く含まれる体を作るたんぱく

質が主菜、野菜やキノコ類か らは ビタ ミン、ミネ ラル を

供給す る副菜、そ して献立の一角を構成す る汁物です。

食事のたびにこれ らの 4つの食材が摂れてい るかが重

要 と考 えています。

<略 >
長生きのために何をたべたらいいのか ?と い う事に

なりますが、食材も重要ですが「楽しく食事をとる事 J

も同様に重要と考えています。

同じものでも楽 しい雰囲気の中で戴 く方が消化能力は

向上 し、栄養分もより身につくと思います。

今後の食事を見極めるための三原貝Jを述べます。

1,自 分にとって必要なものか否かを見極める。

2.隠れた敵はいないか ?添加物に注意。

3.食事により心の栄養も取 り込む。

4月 号より
「特集 メークアップのすすめ」

①東京ロータリークラブ

日本最古にして最大の東京 ロータリークラブのビジ

ター、グス トの受け入れ態勢が紹介 されています。

東京ロータリークラブの 1例会あた り平均国内から 12

名海外から 1名 で、各々別々の受付でお迎えしている。

親睦活動委員会 と国際奉仕委員会と SAAと が協力 して

運営 している。会員数が多くテーブル数も 24～ 26と な

るためビジターは 1テ ーブル 2名 ほどずつ分かれて着

席 していただいている。最大 80数名のビジター・ゲス

トをお迎えしたこともある。

②大阪ロータリークラブ

会員数は 20名 程度です。2016～ 2017年度には国内ビ

ジター97名 、海外 ビジター17名 をお迎えした。 ビジタ

ーは SAAが行つていますが、大部分のビジターは顔見

知 りの方がいらしてす ぐ親 しげにお話をされているよ

うで SAAの 出番はあまりありません。なお 当クラブ

の会員は年間 3日 ほどメークアップをしているようで

す。

≪スマイル報告≫

村松 重治 君  65歳 にな ります。お祝いを頂いて

来週スマイル します と言いま した

が、南部支援学校訪間でスマイルは

無いので、あわてて書きました。

ありがとうございます。

佐橋 徹 君 先々週の例会 を無届 で欠席 して し

まいま して、大変御迷惑 をお掛 け し

ま したことをお詫び致 します。

相原 雄治 君  アウン コンサルティング 信太社

長 の卓話 に感謝 してスマイル しま

す。信太さん、卓話ありがとうござい

ました。

≪出席報告≫
会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

4/12 48(45) 7

48(45)

51(49) 13 3 93 87%

3/15 51(49) 13 9 4 91 830/0

(会報作成 佐橋 徹 )


