2021 年 10 月 15 日［第 74 回］

10 月 1 の出席率

10 月 15 日の卓話
「社会奉仕フォーラム」
社会奉仕委員会 岸哲也 委員長
「社会的養護の実情とチャイボラ
が向き合う社会課題について」
NPO 法人チャイボラ
代表理事 大山遥 様

会員在籍者数
会員出席者数
会員欠席者数
本日の出席率

38 名
29 名
9名
76.31％

10 月 22 日の卓話
オープン例会
「ロータリーとは」
ロータリー情報 栗山義広様
「ゲスト自己紹介」

≪2021-2022 年度 例会 第 73 回例会報≫
2021 年 10 月 1 日（金）例会 12：30～13：30
■点鐘：西野充英会長

司会：倉持政勝会員
●東京臨海西ＲＣ 発起人代表
東京臨海ＲＣ
鈴木孝行様
●今年度米山奨学生 オーチ ソムオン様

■国歌斉唱 ソングリーダー：北林貴臣会員
■ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱
(特別代表 斉藤実様）

(発起人代表 鈴木孝行様)

■卓話者紹介：西野充英会長
●当クラブ 青少年奉仕委員長 島崎久志様
●当クラブ ｸﾗﾌﾞ奉仕委員 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員副委員長
会計監査 飯塚正裕様
■「四つのテスト」唱和
■「ロータリーの目的」東京臨海西 RC Ver.唱和
■来賓・ゲストスピーカー紹介：西野充英会長
●東京臨海西ＲＣ 特別代表
東京臨海ＲＣ
斉藤 実様

■ビジター紹介：
本日はいらっしゃいませんでした
■会長報告・スピーチ：西野充英会長
●経済と地域社会の発展月間・米山月間について
●米山月間資料について
●荒井知久ガバナー補佐復帰の報告

●オーチさんへ奨学金お渡し・オーチさんから一言
「私は相変わらず研究が忙しいんですけども、元気
で過ごしています。この間、クラブから頂いたパソ
コンは画面がでかくて作業が楽になりました。修論
を書き始めているので、パソコンはとても助かりま
した。先日ご報告した論文を学会に提出しまして、
来週カンファレンスで発表する予定です。
」

(オーチ ソムオン様)
■幹事報告：三橋晶幹事
●ガバナー月信・ロータリーの友 10 月号をメール
BOX に配布しました
●ガバナー月信特集号もメール BOX に配布しました。
ガバナー補佐 13 名がご紹介されています
10 月ガバナービデオメッセージとガバナー補佐・
地区幹事団の紹介ビデオもあります。こちらは例
会終了後に事務局よりメールします
地区チームとクラブの関係がより良いものにな
りますよう皆様ご覧ください
●2021-2022 年度ロータリー米山記念奨学事業豆辞
典をメール BOX に配布しました
●10 月 24 日（日）世界ポリオデーをメール BOX に
配布しました
●10 月 30 日（土）東分区献血ロータリーデー献血
協力者のお願い（後程事務局よりメールします）
●地区ポロシャツを注文した方へお渡ししていま
すので忘れずお持ち帰りください
●本日、例会終了後理事役員会を行いますので、理
事役員の方 3 階「蓬莱の間」にお集まりください

（三橋晶幹事）

（司会：倉持政勝会員）

■委員会報告
●クラブ奉仕委員会 大星委員長より
「2 週間くらい前に事務局から家庭集会のご案内の
メールが届いているかと思います。今回は 3 回に分
けて開催致します。10 月 18 日新小岩、10 月 25 日

本八幡、
11 月 4 日葛西です。
それぞれどこに参加するか
は事務局からのメールをご
確認下さい。もしどうして
も ご都 合が 合わ ない 場合
は、他の日に振替ますので、
私までご連絡をお願いしま
す。必ず 1 回は参加して頂
く事になってますので皆さ
んご都合あわせてご参加下
さい。
」
●米山奨学生 飯塚カウンセラーより
「米山奨学生には学友証明書というのがありまし
て、本日届きましたのでオーチさんにお渡ししたい
と思います。
」

●カウンセラー委員会
北林グループの報告 北林会員より
「北林グループは 9 月 29 日に ZOOM
で行いました。リアルでやりたか
ったんですが、緊急事態宣言で
10 月 22 日のオープン例会のビジ
ターをどうするかという議題で行
いました。次回 10 月 14 日に幹事
が各グループの紹介できるよとい
うリストを持ち寄ってオープン例
会の作戦会議をする予定です。
」
飯塚委員長
「今、北林会員からお話に合ったように各カウンセ
ラーグループ 1 名ずつオープン例会でビジターさん
を呼んで頂きたいと思っています。ぜひ日程調整し
て決まりましたらそちらを重点的にお話しして頂
きまして、そのあと他の議題、特にチャーターメン
バー、それ以外の方との温度差、寂しさ、親睦の度
合いが少し物足りないとい
う 声も 聴い ており ますの
で、チャーターメンバー以
外の方々のお気持ちをよく
聞いてロータリークラブは
楽しいと思えるようなサポ
ートをして頂きたいと思っ
ています。引き続きみなさ
んよろしくお願いします。
」

●親睦活動委員会 岡田ゴルフ幹事より
「東分区懇親ゴルフコンペで、
14 クラブ中優勝しました。
11 月
19 日 2580 地区の決勝大会に行
けることになったので、ガバナ
ー訪問日なんですけど、いきま
す。大会の詳細と個人賞につい
ても報告がきてませんので、ま
た報告がきましたら発表させ
て頂きます。」
（例会前の様子）

■10 月お祝い：橋豊和親睦委員長
●会員誕生日 岩崎会員、河村会員、本島会員
大西会員、田名網会員
●奥様誕生日 福本会員夫人、岩崎会員夫人
岡田会員夫人
●結婚記念日 福本会員、岩崎会員、岸会員
三橋会員、継岩会員
●「誕生日の歌」は感染予防のため、歌わず手拍子
のみでお願いいたします
●１分間スピーチ：
（大西聡会員）
「ちょうど今日が誕生日で 59 歳になりました。私
事ですけども、娘が今月結婚することになりました。
娘が結婚するまではカッコいいお父さんでいたい
ということで、ジムに行ったりして若さを保ったと
いう背景があります。結婚式後は堕落するなと、思
った以上にショックなんですけど幸せになればい
いなと。誕生日と関係ない話をしてしまいましたが、
ありがとうございました。
」

（誕生日の会員、会長、親睦委員長）

（結婚記念日の会員、会長、親睦委員長）
■出席状況報告：髙橋健会員
⇒詳細 1 頁バナー下の出席状況報告欄にて
■ニコニコ BOX 報告：佐藤太基会員
(ご意向)東分区懇親ゴルフ大会優勝おめでとうご
ざいます：斉藤実様
(東京臨海 RC・当クラブ特別代表)
(ご意向)栗山さん、油井さん 毎晩ありがとうござ
います：鈴木孝行様
(東京臨海 RC・当クラブ発起人代表)
(ご意向)島崎さん、飯塚正裕さん、イニシエーショ
ンスピーチ楽しみにしています！
：当クラブ三役
(ご意向)東分区懇親ゴルフ大会優勝しました！皆
様お疲れ様でした！決勝大会も頑張りま
す！：栗山会員
(ご意向)東分区懇親ゴルフ、優勝！すごく嬉しいで
す！！ガバナー訪問日の例会に参加でき
ないのは残念ですが、優勝して、5 周年に
地区大会ゴルフの幹事ができるように頑
張ってきます！：飯塚憲貴会員

(ご意向)飯塚憲貴さん、岡田さん お仕事ありがと
うございます：石田会員
(ご意向)油井会員 この度はご紹介いただきあり
がとうございました：継岩会員
(ご意向)栗山会員 新規案件のご依頼ありがとう
ございます：伊藤会員
(ご意向)油井会員 ギンビス最高です。ありがとう
ございました：平井会員
(ご意向)久しぶりのリアル例会楽しみにしており
ます。宜しくお願いします：間野会員
油井会員、田名網会員、岩本会員、清水会員
本島会員、米井会員、髙橋会員、北林会員
大西会員、二瓶会員、岩崎会員、飯塚正裕会員
佐藤会員、菅会員、倉持会員、島崎会員、岸会員
坂東会員、岡田会員、橋会員
【27 件

79,000 円

（髙橋健会員）

今年度累計

624,000 円】

（佐藤太基会員）

（会場の様子）
■本日の卓話「イニシエーションスピーチ」
●当クラブ 青少年奉仕委員長 島崎久志様
「今回は仕事の話を中心でということで承ってい
るんですけれども、ちょっと簡単に自己紹介やらせ
て頂いて、それで私の仕事の紹介をさせて頂きます。
まず自己紹介ということで、自分のルーツを皆さ
んにご紹介しとかないといけないかなと思いまし
て、私は群馬県太田市というところの出身です。
そこに場末のスナックみたいな写真が写ってお
りますけれども、お袋が今でいうシングルマザーで、
当 時 は 母 子 家 庭 とい うこ と
で、スナックをやっておりま
して、女手一つで育てられた
という境遇でございます。群
馬県太田市は、うちの母親の
実家というか田舎で、母親が
やんちゃしてて、いろいろ全
国で遊んでいて、地元に帰っ

てきて、水商売で働いて、そしてお店を持ったと。
皆さんがいつも夜の街で付き合っているような方
でイメージしやすいんじゃないかなと思うんです
けれど。
それで、全国行脚をしながらいい種を仕込んでき
たんでしょうね。私、東京大学法学部を卒業してお
ります。昨日、西村大臣の話を聞きましたけど、直
系の先輩ということです。私は父親の顔を見たこと
も、聞いたことも、会ったこともないということで、
現在は埼玉県戸田市に住んでおります。家族は妻
と、子どもはいないですけれども、にゃんこは 4 匹
で、猫は全部雌猫です。これは偶然ではなくて意図
的で、優しくてちょっと意地悪という感じの雌猫が
大好きなんです。そんな感じで家の中は女系で、男
1 人で賑やかにやっております。
趣味は、大型バイク、ハー
レーに乗っております。
2600cc のブレイクアウトと
いうやつなんですけど、あと
は 250 の Ninja というカワサ
キのバイクに乗っておりまし
て、中高年ライダーですので、
安全運転をしながら楽しんで
おります。
あとは自転車、ロードバイク。これもずっと好き
でやっております。あとは、健康のことを考えて最
近ウォーキングも少しずつ始めてやっております。
こんな感じでございます。
仕事の話ですが、現在の仕事の前に職歴というこ
とで、ちょこっとだけご紹介するんですけれども、
私、大学に入って、いろんなご縁があって、学生ビ
ジネスをちょっと手がけておりました。バブル絶頂
の頃なんですけど、当たりまして、2 億ぐらい、当
時ピークのときになったのですけれども、通信添削
で家庭教師というコンセプトで、天から降ってきた
閃きがありまして、インターネットとか当時なかっ
た時代なので、それを赤ペン先生みたいな感じで手
紙でやり取りしたんです。そしたら、それが当たっ
ちゃいまして、初年度 2,000 人とか会員がどどーん
といった、そんな経験も持っております。調子に乗
って、学習参考書もいっぱい出しました。
『SOS シリ
ーズ』っていう、これは久しぶりに Amazon で調べて
みたら、3 万 8,000 円のプレミアムがついて、私 1
冊も持ってないですけれども、幻の書籍という感じ
になっております。中身も私、書いております。
大学卒業しまして、デロイトトーマツコンサルテ
ィングと聞いたことある方もいらっしゃるかもし
れませんが、コンサルティング大手の会社に入社を
致しまして、その後が監査法人トーマツという、企
業の会計監査を行うところに。グループですので、
そのグループ内転籍みたいな感じで行きまして、最
後はトーマツイノベーション株式会社。これはデロ
イトトーマツグループの中でのベンチャーだった
んですけれども、上場企業に対してコンサルティン

グをやってる部隊から、中小企業に対してのコンサ
ルをやる部隊の立ち上げメンバーとなり、私はコン
サルティング本部長をやっておりました。この辺か
ら中小企業のコンサルティングというのが本業に
なってきております。
現在、BT コ
ンサルティン
グ株式会社と
いう会社を経
営しておりま
す。2012 年 10
月 1 日創業と
いうことで、
めでたく今日
10 月 1 日をも
って 10 周年、
10 期目に入りました。皆さまのおかげでなんとか
細々とやらして頂いてるという感じでございます。
それとひまわり行政書士・社労士事務所というもの
も経営しております。この 2 つの会社で主に中小企
業の経営関連に対してのお手伝いということをや
っております。詳細ですけれども、私の会社の特徴
ということで、BT コンサルティングと名乗ってると
いうことは、コンサルティング会社ということなん
ですけれども、コンサルティング会社といってもい
ろいろあります。専門的なところから、あるいはい
ろいろな総合的なところをお手伝いするところま
でいっぱいあります。
私の会社は、中小企業経営者の誰もが必要性を感
じている。でも、なかなか人手が足りないとか、あ
るいはやろうと思っているのだけど、いつかどこか
ら手を付けたらいいのかなんていうような分野で
す。そういったところをワンストップでサービスで
きるようなスタッフを揃えております。今、私も含
めて 11 人のスタッフで、少数精鋭のプロフェッシ
ョナル集団というようなことを、人に言われたわけ
じゃなくて、勝手に自分が言っているということな
んですけれども、そんな感じでやっております。
業務内容として一般的な経営コンサルティング
ということなんですが、そもそも私の BT コンサル
ティングという名前の由来というのは、一つは BTC
というものなんです。私が一番最初に入社した DTC
っていう、デロイトトーマツコンサルティングとい
う、そこからちょっとぱくっていて、D よりも B の
方が前にあっていいだろうと、BTC と名乗ってるん
ですが、本当の意図は、凡事徹底という言葉が私の
座右の銘です。当たり前のことは当たり前にやる。
あるいは、誰でもできることを誰もできないぐらい
やり続けると。この言葉が非常に好きで、私のコン
サルティングというのも、何か突拍子もない、ある
いは、流行りの経営用語みたいなそういうものを振
り回してではなくて、こつこつと真面目にやるべき
ことをやりましょうというような思いを込めてそ
んな会社をつくっています。表向きにはビジネスア

ンドテクノロジーというようなのがついています
けれども、実は凡事徹底というのをそのまま B と T
という形にしました。
コンサルティングの内容は、一般的な経営相談。
専門的というよりも、中小企業の経営者が、なんと
なく聞いてみたいんだけど、或いはちょっとこの辺
のところを迷ってるんだけど、お困りごとをいろい
ろとご相談乗れるような体制を整えております。
一例を紹介すると、皆さんもこんな言葉でピンと
きたら、ぜひ気軽にご相談して欲しいんですけれど
も、経営理念、いわゆるミッション、ビジョン、バ
リューなんていわれていますけれども、こういうと
ころを固める。あるいは事業計画、中長期の経営計
画、経営戦略、そういったところの話、それを具体
的に展開していくためのマーケティング、販売戦略
とか、もっと根っこの商品開発、そういうところも
お手伝いしております。
それから守りの方が財務の分析とか、予実管理と
か、そういう風なこと、業務改善、品質管理とか管
理部門系。うちのメンバーが行政書士、社労士とい
ますので、どちらかというと攻めよりも守りの方が
強いようなイメージがあります。あとは幹部の育成
とか、ナンバー2 の育成とかそういうのも依頼され
ることが多いです。
それからひまわり社労士・行政書士事務所という
ものも持っておりますので、人事労務系も非常に強
く、例えば人事制度の構築とか、あとは採用の支援、
退職金制度の構築、あとは労務管理の就業規則。階
層別の教育とか、一般社員に対した教育とかもやっ
ております。それから行政書士もいますので、官公
庁の手続き、契約書類の作成という書類仕事も手広
くやらせて頂いております。最近では、やはりコロ
ナの中での助成金という部分で、非常にたくさんご
ざいますので、そういう助成金のお手伝いの依頼が
すごく増えております。あとは許認可、認証取得、
ISO、プライバシーマーク、情報セキュリティなんて
いうところも、国の認証制度みたいなのがあるんで
すけど、そういうのも強いところです。私の会社自
体が、健康経営優良法人っていう、経済産業省の公
益認定を受けてますので、一応ワークライフバラン
スというか、健康経営にも力を入れております。
それから、なかなか手を付けたいんだけれども、
マンパワー不足ででき
ないという、IT の分野
です。IT の分野も中小
企業にとっては必須の
領域ですので、そこに
対する教えというのも
併せてできるようにで
きるようにスタッフを
揃えております。IT の
導入というと、システ
ムとか基幹業務そのも
のを見直したりとか、あとは最近では北林会員のと

ころでやっていますけど、RPA とか自動化みたいな
もので、業務の効率化、省力化を図るなんていうの
も非常に依頼が多いです。
あとはなかなか中小企業だと、ホームページがあ
るようなないようなという感じになっていますの
で、そこの部分も、もちろんホームページ屋さんで
はないので、それだけでお勘定を取るってことでは
なくて、経営全般を考えていく中で、マーケティン
グとか採用を見据えなが
ら、ホームページの整理な
んていうので、非常にここ
もニーズが大きいところ
です。ですから運営支援も
そうですし、SEO 対策と
か、ホームページ作って終
わりではなくて、マーケテ
ィングに繋がるようなと
ころまで、全般的にお手伝
いさせて頂いております。
中小企業庁の認定情報処理支援機関、スマート
SME サポーターというのに認定されておりますので、
最近ではデジタル化を応援隊なんていう、国から DX
の推進のために、お金は 30 万円ぐらい支払ってい
るのですけれども、そういうのうちを通すともらえ
るみたいな、この IT 本部の方がそれをいろいろ活
用してやっております。
話の本番というか、ここです。皆
さんもよくご存じの方の写真が載っ
ておりますけれども、栗山自動車工
業株式会社、栗山パスト会長のとこ
ろで、経営戦略室長として私自身は
会社の中に入らせて頂いて、いろい
ろお手伝いさせて頂いております。
栗山社長とは、私が先ほどのトーマツイノベーショ
ンという、監査法人トーマツのグループにいた頃か
らの長いお付き合いですけれども、非常にいい会社
で、見習うところがたくさんある会社の経営戦略室
長という重責をやらせて頂いております。これも私
の中では非常に大きな仕事でございます。
事業内容はこんな感じなんです
が、ちょっと最後にこの 3％という
数字が何を意味しているのかとい
うことなんですけど、実はコンサ
ルティング会社を使っている中小企業の割合みた
いな数字なんです。大企業はほぼ 100％使ってます。
大企業にとってコンサル担当というのは業者なん
です。時間を買う。もっと優秀な人、ちゃんと会社
の中にいっぱいいます。だけど、お金を払って時間
を買うみたいな感じで、業者として使います。それ
が 100％。ただ、中小企業の場合は、100 人の社長さ
んがいたら、コンサル入れてるよってだいたい 3 人
ぐらいというのが統計数字です。これはいろんな理
由がありあります。うさんくさいです、コンサル担
当って。そしてなんか分んないけど、金取られるみ

たいな、そういうのがいろいろあって、或いはこう
いうところにお金を払いたくないとか、まだまだう
ちはみたいないろんな理由から、これは現実的な数
字なんです。私は残りの 97％。普段頼まない中小企
業の経営者の皆さんが気軽に頼めるような、うさん
くさくもなく、高くもなく、気軽に、気楽に相談ベ
ースで声をかけてもらえるような組織を作りたい
なと思って、ずっとやってきております。ですので、
いろんなことを細かく書くと、なんか難しそうなこ
となんですけれども、一番はルーツは私の母親、ス
ナックのママですので、皆さんが夜、ママにお金を
払うことと同じような感覚で、その仕事が私の仕事
なのかなと思っております。お袋から仕込まれたベ
ースが、それがこの仕事の原点だと思っております
ので、話し相手にする、あるいは社内でなかなか経
営の話っていうのはできるようでできないという
こともあるので、なんとなくつかまえて、なんとな
くサンドバッグにしてもらえればいいと思ってお
ります。決して高いお金を取るとかいうことはござ
いませんので、ぜひご活用ください。以上です。あ
りがとうございました。
」
●当クラブ ｸﾗﾌﾞ奉仕委員 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員副委員長
会計監査 飯塚正裕様
「1974 年の 9 月生まれで、
先月 47 歳になりました。
江戸川区出身で、今年、私が卒業した宇喜田小学校
というところに娘も入学しました。コロナ禍だった
ので、夫婦で行っ
たけど私は中には
入れず、校庭でぶ
らぶらしていて、
いつの間にか入学
式終わったよって
報告を受けるみた
いな感じで入学式
が行われました。
今回は 2 回目ということで、仕事のことを中心に
お話をさせて頂きます。私の職歴ですけど、大学卒
業した直後は、クレストクラブ六本木っていう、黒
人がピアノを弾いているバーでバーテンをやって
ました。当時は飲食店で独立をしようと思っていた
のですけど、不況の影響を受けてなかなか飲食で独
立するのは厳しそうだということで、次は英語を話
せるようになりたいと思って、ラド・インターナシ
ョナルっていう、もう潰れちゃったんですけど英語
の学校に潜り込んでみたんですが、仕事はフルコミ
ッションの営業でした。当時は、個人情報が緩かっ
たので、高校の卒業名簿の女子版だけ渡されて、ひ
たすら電話をするっていうので、すごい女の子と仲
良くなれて、楽しい職場だったけど、一生やってい
く仕事じゃないというのに気付きました。契約のた
めのクロージングトークで英語の資格を持ってる
方が将来役に立つよというのを女の子に言ってた
ら、自分にクロージングがかかって、自分も資格が

欲しいなと思って、簿記 3 級、2 級と受けて、数字
だったらいけそうだなと思って、税理士試験の勉強
を始めていきました。それから順調に 2001 年、2 年、
3 年と簿記とか財表とかいろいろ科目があるんです
けど、合格していって、途中で 2004 年に会計事務所
に 30 歳の手前で就職することになります。
就職してみたら、試験との両立がなかなか難しく
て、試験を受けなくても大学院で論文を書けば税理
士になれるっていう制度があるので使おうとした
んですが、1 回目の大学院は残念なことに失敗して
しまい、もう一回学科を変えて大学院に行って、無
事に税理士を取得できて、資格取得後 2 年ぐらいた
ったところで、もう独立してもいいかなと思って独
立しました。
そのときに税理士だと行政書士の資格も申請す
れば登録できるので、登録して開業という感じにな
りました。何か箔を付けたかったんで、母校から講
師をやってくれという話があり、大学院で講師をし
たりして、高校大学は付属で中央に 7 年間行ってた
んですけど、そのあとの、立教で、論文を失敗して
もう 1 回大学院いくはめになるとか、講師をすると
かで 8 年立教にお世話になって、そっちの方が長く
なったというところがあります。
仕事内容としては、税務の相談とか、決算書を出
すのがメインだったりするんですが、それは皆さん
経営者なのでよく知ってると思うので、あとはどう
いうクライアントさんと接してるかというところ
で、前の勤務先は恵比寿の税理士法人で 9 年間ぐら
いいたんですけど、クライアントの 70％ぐらいが、
融資ができない業種でした。
どういうのかっていうと、キャバクラとかが 7 割
ぐらいの顧客っていうところで働いていまして、自
分が担当したクライアントもキャバクラ、ニューハ
ーフのショーパブとか。あとはクレジットカードの
現金化をやってるところが、同業者が警察と税務署
に入られたから、それらが来る前になんとかしてく
れって駆け込まれて来て、自分が担当するみたいな
役割をやっていました。無事に済んできれいな感じ
になったんでよかったんですが。あとはごく少数の
不動産、建設、飲食店とか健全な業種をちょっとや
らせて頂いていたというような感じです。
辞めた後、その中からガールズバーをやるから見
てくれとか、ニューハーフショーパブの後任の担当
者があまり対応よくないから引き続き見てくれと
か、建設業とか、新聞の拡張団ってなんかすごいや
からの人たちがいるようなところの会社も担当し
てたんですけど、そういうところが引き続き見てく
れっていうことで依頼が来て、泥船の感じからスタ
ートしたみたいなところがあるんですけど。
これから拡大していくときに、新たな武器を作ら
ないとやってけないと考え、起業支援をメインとし
てやっていくことを決めて、今に繋がってます。自
分は元々独立したかったから、独立するのにどうし
たらいいかと考えながら行動してきて独立に至っ

てるんですけど、どういう風に行動したらいいか分
らないという人も多いと思うので、そういう人にも
っと自由に働くっていうことを後押しできたらい
いなという思いがあります。

自分自身が独立するちょっと前に、保証協会の創
業スクールに受講者として参加して、事業計画書を
作って銀行からお金を借りるということをしたん
ですけど、その経験とか、創業スクールで知り合っ
た人たちと今でも仲良くさせて頂いててそのまま
お客様になってもらったりして、創業初期の相談と
かいっぱい受けていたんで、起業支援というのがマ
ッチしてなんとかやってこれています。
実際やることといったら、個人でスタートしたら
いいか、法人どっちがいいかっていう相談受けたり、
公的制度で自治体の制度を使うと会社設立の印紙
代が半分になる制度があるので、そういうのを使っ
た方がいいですよみたいなところとか。失業保険も
もらえるならもらった方がいいですと案内をした
り、創業融資の支援ということで、事業計画書を作
ってサポートさせて頂くとか、たまたま公庫に友人
がいて、九州で支店長をやってるんですけど、全国
どこでも支店に繋いでくれるんで、その人を介して
公庫を紹介したりとか、あとは行政書士の資格の方
で定款を作ったりとか、司法書士の大星さんの前で
言うのもなんですけど、最近 freee のサービスで会
社が作れるというのがあって、会社作った後 freee
を使って会計してもらうことが多いので、そのサー
ビスを使って頂いて、会社ができたところから私が
そのまま関与させて頂くというのが多いです。
今日発表があるので、クライアントどんな内訳か
な思って見直したら、飲食系とかがやっぱり多くて、
コロナの協力金をもらって潤ってるところから、多
店舗展開してて、協力金だけじゃ維持できないから
自粛しないでお酒を出して営業してるところまで
あったりします。
あとは建設業の許可が欲しいっていう、足場をや
ってる会社、水道工事をやってる会社、そういう建
設系が多かったりとか。あと IT 系で、この前北林会
員がお話しされてたみたいな、企業にエンジニアを
派遣して、月 100 万とかもらってくるようなことを
商売としている会社からシステムを開発するよう
な会社、そういう会社が多かったりします。

そのほか皆さん、バラバラのお仕事をされてる方
が多くて、変わったとこだと、演劇関係で劇団を主
宰している会社、バイクの輸送を専門にやってる会
社、今、中古のバイクがすごい人気で、ここの会社
はすごい儲かっちゃってます。バレエスタジオをや
ってる会社、絵画造形教室で子どものお受験の指導
をしてる会社、あと今年会社を設立したとこなんで
すけど、シンセサイザーの専門誌を 7 月に第 1 号、
創刊号を発行したような会社の手伝いをさせて頂
いてたりというのがあります。その他にも、

この人の会社ですとか、この人の会社ですとか、大
変お世話になっています。
今後の展望で、2013 年の 9 月に開業して、丸 8 年
たって、9 年目が 9 月からスタートしてるんですけ
ど、関与先を数えてみたら、もうすぐで 100 社ぐら
いいくなっていうところで、人増やして、大きいと
ころに移ろうかなと思ってたところ、結構大きな、
5 社で年間 400 万ぐらい頂くところから、税理士を
チェンジしたいみたいな話を突然振られてしまっ
て。400 万って皆さんの中だと結構小さく感じるか
もしれないんですけど、うちみたいな社員 3 人でや
ってるようなところで、1 社増えようが 2 社増えよ
うが、原価がなくてコストもさほど変わらないで、
ほぼ利益みたいなところですと、1 人雇える分くら
がなくなっちゃって、
「あーこれ、人増やすの駄目じ
ゃん」みたいになりました。ただよくよく考えてみ
たら、その会社も、元々は 30 歳になる手前の社長が
会社を作ったばっかりで、資本金 100 万で 1,500 万
借りたいけどなんとかならないかって相談来たと
ころから始まって、4 年間で 400 万ぐらい頂くぐら
いの規模になったんですけど、元々はどこかでその
1,500 万円を借りる相談をしたときに、手数料 6％
が高くて払えないのでなんとかならないかって、う
ちに相談が来て、スポットだと手数料 3％、顧問で
その後ずっとお付き合い頂けるなら、その手数料も
なしでいいよっていうのを、今でもそういう案内を
してるですけど。そこで関与させて頂いて、1,000 万
円までだったら公庫は支店の決済で下りやすいで
すけど、1,000 万を超えると、本部の決済とかがあ
って下りにくいところを裏から手を回したりして、
なんとか 1,200 万借りることができたのが、信頼し
てもらえて、その方からいっぱい紹介を受けたりと
か、あとはシステムを開発するっていうことで、資
本金の 10 倍以上のお金を借りることができたのに、
初年度 100 万しか売上がなかったんですけど、2 年
目から売上がないと次のお金が借りられないとい
うことで、京都大学卒で頭がいい人で、塾の講師と

かやってた人だったんで、塾を買ってきて、これは
新事業だから、システム部門と別にお金が借りられ
るんじゃないかって相談を受けて、そこでまた借入
を増やしてっていうようなのを二人三脚で考えて、
当初 5,000 万ぐらいまでの融資はすごい密接に相談
して大きくしてきました。その後はご自身でお金借
りられるようになって、また塾買ってきたっていう
のを繰り返して、どんどん増えて、2 年目から 4 年
目の間にすごい会社が増えて、上場を目指すから、
上場に慣れてる会計事務所に代えるようにという
株主の意向があって、移るっていうことになってし
まってという経緯です。
でも、よく考えたら自分の方が関わらせて頂いて、
成長して送り出すっていうことで、これいいことじ
ゃんと、捉え方を変えたらすごいすっきりして、こ
れをもっと続けていこうっていう風に視点を切り
替えたら、流失した 3 分の 1 ぐらいの売上はペンデ
ィングになってたところから、お願いしますってい
うのが来たり、新規の紹介が来たりとかして回復し
てきたので、取りあえず人を入れなきゃ回らないと
いうような感じであったのがごそっとなくなって、
逆に落ち着いたようなところもあるので、基盤を整
えて、募集や移転はちょっと置いといて、来年の春
以降に拡大できるようにして、今は体制を強化しよ
うかなと思っているところです。
今後、関わらせて頂きた
いというのは、ずっと起業
の支援をしてたので、会社
を辞めようとしてる人がい
たら、相談して頂けるとお
力になれることが多いかな
と思います。あと、何かやろ
うという意欲は大きいんだ
けど、話を周りの人にして
も、うまくいくかどうか、よ
く伝えられなくて、周りに相談しても相談に乗って
もらえないような、応援してもらえないような人を
紹介して頂けたら、商売でお金を稼ぐにはこうとか、
０から１の相談はずっと 8 年間やってきたので、誰
にも話を聞いてもらえないんだけどっていう人は、
うちで話を聞いてもらえると心がすっきりするよ
うなところがあるんじゃないかと思っていたりし
ます。
あとは緊急事態宣言解除されたので飲みの席で、
仲良く話をさせて頂けたらいいなと思っておりま
す。
」
■点鐘：西野充英会長
■追記
世界の祭典、パラリンピックを終えて
東京臨海西 RC 発起人代表
東京臨海 RC 鈴木孝行 記

去る 9 月 6 日、チェニジア共和国大使館の皆様と、
パラリンピック選手とスタッフの皆様が江戸川区
役所の斉藤猛区長の元に表敬訪問に来られ私も同
席が許された（もちろん通訳者あり）
。
その理由とは、大西英男国土交通副大臣の中継ぎで
物心両面による支援を求められた事にある。8 月 12
日～20 日の間、江戸川区としては 32 名の事前キャ
ンプの受け入れ（選手 22 人・スタッフ 10 人）をホ
テルシーサイド江戸川にて行った経緯があり、練習
地である江戸川区陸上競技場の提供、送迎バスの借
り上げ提供、宿泊、食事、関連施設や館内消毒、ミ
ーティング会場の提供、濃厚接触者対応など様々な
おもてなしを行うに当たり、約 1500 万円の経費を
掛け支援をした（後日、東京都からも負担支援金の
補助もあるとのこと）
。
アフリカ大陸にあるチェニジア共和国は、面積が日
本の約 2/5、人口 1,153 万人、首都チェニス、民族
はアラブ人が 98％、言語はアラビア語（公用語）フ
ランス語、宗教はイスラム教（スンニ派）
、元フラン
スの保護領であり、一人当たりの国民総所得は
3,490 ドル（約 38 万円/年）
、失業率 15.4％という
発展途上国である。ここに、義理人情に厚い大西副
大臣は斉藤区長に相談し支援を決意する中、何故か
私が巻き込まれたと言う経緯である(笑)。「義理人
情浪花節、おもてなし大国日本の江戸川区」であっ
た。
パラリンピックでは 25 名の選手が出場し、金メダ
ル 4 個・銀メダル 5 個・銅メダル 2 個、合計 11 個
ものメダルを獲得した。素晴らしい功績を挙げられ
たことに敬意を表した。その中で、金メダリストの
ワリド クティラさんが来庁し金メダルに触れさせ
て頂く機会を得た。
斉藤区長も大西副大臣も私も、当然にメダルをかじ
る事だけは控えた。それは重厚な一品であり、世界
一という重みを感じさせる代物であった。売ってく
れと言ったら断られた（(笑)通訳者も吹き出してい
たが・・・）
。
世界中がコロナ禍であっても、オリンピック・パラ
リンピックの開催を英断した日本国の凄さとおも
てなしの素晴らしさ。友好国が無事に参加出来て、
多数のメダルが取れたことへの喜び。もしかしたら、
彼らは日本国民よりも世界に羽ばたこうとする意
識が高い民族かも知れない。それらのメダルは、
「世
界のチェニジア」であることを表現したに違いない。
それに関与することが出来た事は尚更に素晴らし
い江戸川区行政と斉藤区長。頼まれたら断れない大
西副大臣。何故かついでに私も・・・？
9 月 27 日に斉藤猛区長がこの度のお礼とご報告に
来社された。素晴らしい奉仕活動を行う臨海 4R 軍
団のロータリアンの皆様の今後の活動の励みにな
ればと週報への掲載を許された次第である。

