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２０１８-１９年度 

第２６５９回 
２０１８年１２月２１日（金）点鐘１２：３０ ≪晴れ≫ 

 

◆ロータリーソング『手に手つないで』 

◆四つのテスト ～言行はこれに照らしてから～ 

  １．真実か どうか 

  ２．みんなに公平か 

  ３．好意と友情を深めるか 

  ４．みんなのためになるか どうか 

◆お客様紹介                 

◇本日のゲストスピーカー／ 

  有限会社マリブエンタープロジェクト 

  代表取締役  山村 潤一様 

◇有限会社マリブエンタープロジェクト 木原 一樹様 

◇船橋東ＲＣ／ 相澤 友夫様 

◇四街道ＲＣ／ 山本 克己様 

◇千葉若潮ＲＣ／原田 宗宏様、伊藤 宏司様 

◇中小企業家同友会・経営者の皆様 

  石丸 裕子様、竹澤 克己様、大矢 昌志様 

  西田 貴一郎様、宮下 豊様 

◇末吉 永久元会員 

◆会長報告          五十嵐 博章会長  

今日は小林透プログラム委員長兼特別会員増強委員

長の計らいで多数のお客様をお迎えしております。皆様

どうぞごゆっくりおくつろぎください。又、千葉南ロータリ

ークラブの例会を体感していただいてご興味いただきま

したら、ご入会は随時受け付けておりますのでお待ちし

ております。 

さて、先週の土曜日に開催されました 55 周年記念例

会及び忘年家族例会は皆様の多大なるご協力のもと、

盛会に開催することができました。特に水野実行委員長、

河原親睦活動委員長はじめ親睦活動委員会の皆様、ゴ

スペルの指導をしてくださった石川会員には、事前打合

せや準備等で大変お世話になりました。改めてこの場を

お借りしてお礼申し上げます。当日は千葉明徳高校チ

アリーディング・ホッパーズの皆さんで最初に盛り上げて 

 

いただき、スライドショー、ゴスペル、バルーンアート、ア

イシングクッキー等々、たくさんの催物がございましたが、

お客様たちからも大変喜んでいただき好評を得ることが

できました。次は 60 周年記念が待っていますが、さらに

盛大に催されれば何よりだと思います。 

話は変わりますが、本日は今年最後の例会日となっ

ております。本当に一年はあっという間に過ぎ去っていく

ものだと改めて実感しております。次回（新年１回目）の

例会では、今年の反省と新年の抱負などを皆様方と一

緒に語り合いたいと思っております。 

◆委員会報告                  

親睦活動委員会より（河原大輔委員長） 

皆様のご協力により、無事、55 周年記念例会及び忘

年家族例会を開催することができました。ありがとうござ

いました。 

◆幹事報告          酒井 秀大副幹事  

次週 28日（金）及び 1月 4日（金）は、定款により休会

のため例会はございません。新年は、11 日（金）から通

常例会です。 

◆ニコニコボックス報告             

≪船橋ＲＣ・相澤 友夫様≫ 

 北原さん、８０歳おめでとう。 

≪千葉若潮ロータリークラブ様≫ 

 本日は有難うございました。 

≪五十嵐博章会長・松尾博之幹事≫ 

 今年も残すところあとわずかとなりました。 

本日はゲストスピーカーの山村様をはじめ、大勢の皆様

にお越しいただいております。ようこそお越し下さいまし

た。どうぞごゆっくりとお過ごし下さい。 

 先日の５５周年記念例会は、水野実行委員長、河原親

睦活動委員長の下、会員皆様のご協力により無事終え

ることが出来ました。有難うございました。ホッとしており

ます・・・。 

≪伊藤 和夫会員≫ 

 皆さんこんにちは！ 本日、１２月２１日は北原さんと私

の誕生日です。北原さんは８０歳、私は７０歳。古希を迎

えることが出来ました。千葉南ロータリークラブに入会し

て１０年、楽しいロータリーライフを過ごしております。 

これからもよろしくお願い致します。 



≪植松 省自会員≫ 

 クリスマス会でご活躍された裏方の皆様、太田さん、大

変有難うございました。素晴らしく楽しい会でしたね！ 

≪北原 俊彦会員≫ 

 今日は私の誕生日らしいのです。誕生日を祝ってくれ

る話しは今のところありません。日本の男性の平均寿命

が８０歳ということなので、その寿命に達したのです。私

の若い時代は、８０歳の男性など少数でした。 

 先月バイクで日光へ紅葉狩りを実行しました。久しぶり

に楽しくもあり、厳しい走行でした。同伴者は７６歳と８６

歳の仲間でした。８０歳を年寄りと思っていない北原でし

た。（本当に私は８０歳の老人なのだろうか・・・。） 

 私の友人の船橋東ＲＣパスト会長の相澤さんが来てく

れました。米山功労者として、５０回。おめでとうございま

す。 

≪花澤 衛会員≫ 

 先週の例会でいろいろ戴きましたので。 

≪吉田 裕成会員≫ 

 先週の５５周年記念例会で記念品を戴き、有難うござ

いました。 

≪吉田 与一郎会員≫ 

 先日の「ＣＳＲゴルフ会」で優勝することが出来ました。

これからもロータリーライフとゴルフ、そして仕事に頑張り

ます。 

 

◆出席報告 (会員数４９名)              

 

本日の卓話 

演 題⇒ 『暴走族が社長になったらこうなった！』 

卓話者⇒ 有限会社マリブエンタープロジェクト 

        代表取締役  山村 潤一様 

【略歴】      

所属・・・有限会社マリブエンター 

プロジェクト 代表取締役 

10歳・・・社長になりたいと思う。 

15歳・・・暴走族に入る。 

18歳・・・暴走族卒業とともに 

レーシングチーム加入 

19歳・・・中古トラックを購入。白ナンバーで営業開始。 

※違法です. 

21歳・・・未経験でスナック開業。※手持ち資金 25万円 

25歳・・・キャバクラ店 5店舗を経営。 

28歳・・・プラント工事会社を千葉県東金市に設立。 

35歳・・・定食屋開店。 

37歳・・・プラント工事会社を千葉県市原市に設立。 

43歳・・・現在プラント業者 4社を軸に今後の業種選定に 

模索中。 

【同友会略歴】 

2009年・・・千葉県中小企業家同友会入会 

2010年・・・経営指針セミナー第 17期卒業 

2012 年・・・千葉同友会青年部システム経営委員会委員長

2015 年・・・千葉県中小企業家同友会理事 

千葉県中小企業家同友会千葉東支部支部長 

2018年・・・千葉県中小企業家同友会副代表理事 

暴走族とは 

・同年代の誰よりも先にオートバイ、車を所持する。 

・改造し、注目を集める。 ・後輩が憧れる先輩になる。 

・先輩に認められる後輩になる。 

・1人でも多くの仲間たちとたわむれる。 

・地元愛を誇りに思う。  ・土曜日夜の大イベント。 

オートバイ、自動車を改造し、爆音を流し走行する集団 

暴走族に入るきっかけ 

・地元地域の特性     ・仲間内の人間関係 

・不良がモテる時代背景 ・自分の居場所づくり 

・地元の暴走族に貢献するため 

暴走族の組織編制(役割別) 

・総長⇒ メンバー全員を束ねる。組織の司令塔。集会

では先頭を走る。警察に捕まれば、鑑別所送り。 

・信号止め⇒ 集会時に各信号にて横方向からの車を

止める。 

・ケツ持ち⇒ 最後方にて後方からの車両を止める。 

警察やヤクザなどの集会を防止する行為を阻止する。

全員を先に逃がす。 

・伝達⇒ 先頭にいる総長とケツ持ち部隊の伝言役。 

・旗持ち⇒ チームの旗を持ち、走行する。 

・ゲスト⇒ ＯＢや他団体からの参加者の事。 

組織拡大による成長 

組織を拡大するため1人でも多く人を増やせ！ 

≪暴走族≫ 

・地元中学校の卒業生を一括加入（中途加入なし） 

・中学校に出向き勧誘活動を行う 

・地元での夏祭り等のイベントで中3生を捕まえる 

≪会社≫ 

・新卒採用（中学・高校・大学） 

・中途採用（ハローワーク・インターネット・人材紹介会

社） 

・人からの紹介（従業員・知人・友人・隣人・愛人）ｂｙ木

俣氏 

≪ロータリークラブ≫ 

・社長友達   ・知人からの紹介 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 27,000円 累計 196,927円 

金の箱 7,904円 累計 13,611円 

出席者数 

３２名 

欠席者数 

１７名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

８名 

 12/7修正出席率 

６８．７５ ％ 



・他の経済団体からの加入 

組織の質の向上による成長 

サービス・品質・技術・能力向上のため日々鍛錬！ 

≪暴走族≫ 

・運転能力の向上    ・改造技術を高める 

・宴会時の一気飲みで 1 杯でも多くより早く飲めるよう、

日々努力 

・抗争時、喧嘩で負けない為の肉体つくり 

≪会社≫ 

・新入社員や未経験者への技術教育 

・突発対応の為の人事体制  ・資格支援制度の作成 

≪ロータリークラブ≫ 

・会員個人の社長力の向上  ・より良い例会づくり 

・会員各社が理念経営を浸透させた会社づくり 

ライバルを作り、質を競い、そしてライバル組織との競争

に勝つ！ 

新しい事にチャレンジ！！ 

数の力を活用し、複数行事に参加する。数に余力がある

為、新規行事を開催できる。 

≪暴走族≫ 

・他団体の集会に分散して参加できる。 

・同時開催の夏祭り等、今まで参加できなかった事に参

加できる。 

・地元に誰かがいるので、緊急時も対応可能。 

≪会社≫ 

・同様の業務が重なって入っていても、並行して対応で

きる。 

・社員数に余力がある為、新規事業や突発仕事に対応

可能。 

≪ロータリークラブ≫ 

・他支部の例会に分散して参加できる。 

・支部会員が増えれば、例会参加者が増え、新しい人脈

が作れる。 

・会員数に余力がある為、新規の企画が開催できる。 

更なる、組織拡大・強固の為に、新しい事にチャレン

ジ！ 

少ない経費で反響バツグン 

Ｑ ライバル組織等で一般的に活用している広告物を自

分達も使用する場合。 

Ａ１ 圧倒的なデザイン・質で違いを見せる。 

Ａ２ 他組織に前例のない発想で業界初の宣伝術。 

≪暴走族≫ 

Ａ1 雑誌・特攻服・改造車にて 

Ａ2 レインボーブリッヂ封鎖・夏祭り・看板を挙げて目立

つ 

≪会社≫ 

Ａ 名刺・会社案内・ホームページ（写真をてんこ盛りに使う。） 

Ａ2 キャバクラ経営時、女子整列。 

≪ロータリークラブ≫ 

Ａ1 例会案内は写真を多く取り入れ内容が伝わるように

Ａ2 奇抜なイベント主催で目立ち、スピーチの時には 

会社名より支部名を言い、支部の名前を宣伝する。 

ランチェスターとは 

今から２５００年前、中国春秋戦国時代に書かれたとさ

れ、戦略のバイブルといわれる「孫子の兵法」にはじまり、

戦略論には古代から、様々なものがありますが、戦争を、

はじめて定量的、統計的、数学的に取り扱ったのが、Ｆ・

Ｗ・ランチェスターです。 

ランチェスター以前の理論は、戦争を定性的にしか捉

えておらず、思想、哲学、観念といったものです。ランチ

ェスターによって戦争は、はじめて科学されたのです。 

このランチェスターをルーツにして、わが国において

企業間の販売競争に勝ち残るための理論と実戦の体系

として構築されたのが「ランチェスター戦略」です。 

弱みと強みを知り、勝てる勝負でしか戦わない 

暴走族卒業 

わが同期の社長率・・・77.777・・・％ 

暴走族加入時、20名程いた同期は卒業時には9名暴走

族経験者に社長が多い理由 

①熱血的で行動力があり ②営利目的では動かず、 

③与えられた使命を途中で逃げ出さず、最後まで果た

す者が多いから。 

暴走族が社長になったら・・・ 

≪社員数≫  

2005年 5名  2017年 140名  2018年 150名 

協力会社 4社 

≪業務内容≫ 

プラント施設内の機械器具設置工事鍛冶配管工事、

とび、土木工事各種プラント工事一式 

・・・こうなった！ 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆ お祝い ◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

まさに本日（１２月２１日）、

古希（伊藤会員）↑と 

傘寿を(北原会員)迎えら

れました。 

 

第２６６０回例会 

日 時⇒ ２０１９年１月１１日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 新年のご挨拶  五十嵐 博章会長 

＜会報当番：廻 辰一郎＞ 

     税抜 

 第9期 第10期 第11期 第12期 第13期 

H25.04～ 

H26.03 

H26.04～ 

H27.03 

H27.04～ 

H28.03 

H28.04～ 

H29.03 

H29.04～ 

H30.03 

合計 330,190,731 424,413,076 522,425,138 687,630,271 788,567,236 


