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          Ｆuttu club ,at12:30, Wednesday at 18:00,Last Meetings 　　　　　　　 最終例会　  18：00～19：00

第２７９０地区ガバナー 寺嶋　哲生（柏ＲＣ）

第４分区ガバナー補佐 内田　稔　（木更津東ＲＣ）

富津シティＲ．Ｃ会長 立石　泰之

　　　〃　　　　副会長 椎津　裕貴

　　　〃　　　　幹事 高木　一彦

　　　〃　　　　SAA 遠藤　和夫 　 会長　　　　 副会長 　　　 幹事　 　 　ＳＡＡ　　

ＳＡＡ 遠藤　和夫会員 ソング

「奉仕の理想」

点鐘　　 立石　泰之会長 ソングリーダー　

　　　　三井　徹　会員

【会長挨拶】 立石　泰之会長

　皆さん、こんばんは。月末のお忙しい中、例会に出席して頂きましてありがとうございます。本日は、お客様がお

見えになっております。東京愛宕ロータリークラブの那部智史様、株式会社駒井ハルテックの伊藤充教様です。よう

こそ富津シティロータリークラブへ。後ほど那部様には卓話をして頂きます。宜しくお願い致します。那部様が所属

する東京愛宕ロータリークラブの活動が「ロータリーの友」に掲載されたので紹介させて頂きます。「ダイヤの原石

たちのアートを広めるために　東京愛宕ロータリークラブ　第２７５０地区・東京都　当クラブは４月１５～２３日

東京都港区のギャラリーにおいて、知的障害、精神障害などハンディキャップのあるアーティストによる展覧会

「ダイヤの原石たち」展を開催しました。企画に際し区や区内企業の協力も得て、「障害者」ということに焦点が集

まらないよう細心の注意を払い、アートとして評価されるべきものを集め、純粋に一作家として紹介。その作品を多

くの人に評価してもらい、楽しんでほしいというのが、この企画展の思いです。「障害者という言葉を使わず、

「ダイヤの原石」という言葉に代えたのも、そのような思いからです。また、展示販売を行うことで、作家に利益を

還元し、彼らに誇りと実益をもたらす機会をつくることにも注力しました。事前にロータリアンが経営する複数のオ

フィスに作品やポスターを展示し、近隣の小中学校でも広報活動を行った結果、会期中の来場者数は１１２５人、作

品６０点中５６点を販売（総額約３３０万円）できました。さらにワークショップを開催し、多くの人に創作の楽し

さを体感してもらいました。特に港区立青山小学校特別支援学級の子どもたちとの活動は印象的でした。この9月、

「ダイヤの原石たち」展は海を渡り、アメリカのギャラリーで開催されます。一般の絵画市場において彼らの才能が

評価され、流通する道を構築することが重要です。海外での評価を高めるため、今後も海外のアートフェアやギャラ

広報委員会 佐々木敏郎　和田充敏　窪田謙　竹内謙治　高木一彦
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リー、美術館への出品を目指していく予定です。（那部智史・記）」　東京愛宕ロータリークラブの活動は素晴らし

いと思います。那部様は富津市内で胡蝶蘭の栽培事業を始めたばかりです。今後も交流の機会があると思います。

また、栽培施設への見学も大丈夫のようですので一度は伺いたく思います。本日も宜しくお願い致します。

【お客様】

　国際ロータリー第２７５０地区 　　株式会社　駒井ハルテック

　東京愛宕ロータリークラブ　那部　智史様 　　製造本部　富津工場　業務課長　伊藤　充教様

【誕生祝い】 １１月２３日　高木　一彦会員

【幹事報告】 　高木　一彦幹事

　こんばんは、本日は卓話をいただく那部さん、そして駒井ハルテックの伊藤さん富津シティロータリークラブにお

越しいただきましてありがとうございます。早速、幹事報告をさせていただきます。

・木更津ロータリークラブより例会変更のお知らせが届いております。

　移動例会

　　日時：12月21日（木）　点鍾18:30～

　　内容：家族親睦夜間例会

　休会

　　12月28日（木）（定款第8条第1節C項に基づき）

・RI日本事務局より財団室NEWSが案内が届いておりますので回覧

　いたします。

以上で幹事報告を終わります。

　　- ２ -



【委員会報告】

・　　　　　　　　　　　三井　徹　会員

富津市バスケットボールフェスタ２０１７のご案内

試合日時2017年１２月２日（土）会場１０：００

荏原製作所presents●Wリーグ公式戦　試合開始時間１４：３０

東京羽田ヴィッキーズvsシャンソンVマジック

試合日時2017年１２月３日（日）会場１０：００

●Wリーグ公式戦　試合開始時間１４：３０

東京羽田ヴィッキーズvsシャンソンVマジック

【卓話】 　国際ロータリー第２７５０地区

　東京愛宕ロータリークラブ　那部　智史様

〈幹事より紹介〉

　皆様、あらためましてこんばんは。本日卓話をいただきます

那部さんの紹介をさせていただきます。

　 那部さんは、富津市役所の裏手に胡蝶蘭栽培を行う初めての就

労継続支援B型事業所をオープンし、富津市にて事業を行って

います。私はそのお披露目会に参加した時に那部さんとお会い

し、東京愛宕ロータリークラブに在籍していることから地元の

ロータリークラブとも交流したいという申し出を受けました。

私は、是非この那部さんの事業を富津シティロータリークラブ

のメンバーにも知っていただきたいと思い、那部さんに卓話の

申し入れをしたところ、快く受けていただきました。それでは、那部さんよろしくお願いいたします。

〈卓話〉

　まずは自己紹介から始めさせていただきます。

子供のころは、落ち着きがなく、よく忘れ物をし、夏休み等の宿題を終わらせたことのない問題児でした。今でいう

とADHD（多動性障害）だったかもしれません。

体も弱く、小児喘息で幼稚園から小学校3年生までは殆ど通園・通学できませんでした。

その後は体も強くなり、問題児ながらも順調に成長、平成４年には城西大学経済学部を卒業し、大明電話工業株式会

社に入社しました。

そんな私も２７歳の時に息子を授かりましたが、その息子に思い知的障害がわかりました。そんな息子を見て周りの

方々が「かわいそう、かわいそう」というのが嫌で、どうしたらそう言わなくなるか考えたときに「そうだお金持ち

になろう」と思いました。お金持ちになれば周りの方も羨ましいと思い、かわいそうと言わなくなるのでは？と考え

たのです。

　　　　大明電話工業という会社はNTTの子会社で、東京電力でいうと関

　　　電工のような会社でした。会社の中では売り上げをあげ実績もあり

　　　ましたので、お金持ちになるために、会社より出資を受けて起業し、

　　　順調に売り上げを伸ばし、子会社設立やM＆Aで5社を同時に経営す

　　　るとともにマネージメントバイアウトを行いオーナーになりました。

　　　そして仕事をすることが出来ない息子の将来の為に平成２２年に全

　　　ての会社を売却し、不動産投資業を始めました。

　　　　そんな中で、障害を持つ息子がNGなのではなく、息子のような

　　　人たちを受け入れない社会がNGだと思うようになりました。
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　　　　障害を持つ子供たちが施設に入所し始めた頃は毎週のように家族、

　　　親類の方が面会に来たのに、次第に足が遠のき、ついには何年も面

　　　会に来なくなってしまいます。なのに入所者は毎日のように「電話

　　　来た？」と面会があるか聞いてきます。そんな方たちの１ヶ月働い

　　　て得られる収入は１万円前後だという現実を知り、NPOを設立して

　　　息子と同じ境遇の人の所得を上げる活動をしようと決心しました。

　　　　どんな仕事が良いか考えたときに、企業経営をしていたときに取

　　　引先から山のように届く胡蝶蘭の事を思い出しました。慶事の時に

　　　注文する胡蝶蘭は３万円～５万円と単価も高く値引を要求すること

　　　もありません。これはオイシイ仕事だな！これを知的障がい者の仕

事にしたいと思いました。当初は知識もなかったので、群馬県にある軽度の知的障がい者が働く胡蝶爛栽培農園で栽

培された胡蝶蘭の販売開拓を申し出て３年で６００社の顧客を開拓し、その会社の協力によりAlon Alonフラワープロ

ジェクトを開始し、そして富津市にAlon Alonオーキッドガーデンをオープンしました。

どのような仕組みで障がい者の収入を生むかというと、まず１万円で１株１０００円の胡蝶蘭の苗を１０株を購入し

てもらい、それを障がい者が育てて半年後にその内の１株を返礼として大切な方へお贈りし、残りの９株を応援企業

に販売してその販売分が障がい者の収入となります。まとめて苗を購入することにより仕入価格を低減し、直接エン

ドユーザーに販売することにより中間マージンをゼロにして効率的に収益を生みます。現在約８００社の応援企業と

契約をしています。

今回オープンしたAlon Alonオーキッドガーデンですが、日本財団の「はたらくNIPPON！計画」協働して設立しまし

た。この施設で２０人の障がい者を雇用しており、設備は全自動で環境をコントロールする最新のシステムを導入し

ています。

Alon Alonと提携して共同で知的障がい者への胡蝶蘭栽培指導と販売を展開しているアートグリーン株式会社はAlon

Alonとの提携により株価が上昇しAlon Alonオーキッドガーデンオープン時には時価総額36億円を記録しました。

また、アートグリーンとはA&Aという合弁会社を設立し障がい者雇用を目的とした生花自社栽培導入企業をサポート

をしていきます。

我々が目指す社会問題の解決をするために、知的障がい者の人権について多くの議論がされています。将来の収入に

ついて、日常生活について、そして頻繁に報道される施設従業員によ

る利用者への暴行傷害事件など枚挙にいとまがありません。実現する

ためには、障がい者の雇用促進による将来不安の解消、施設従業員の

待遇改善が必要です。

この世の中は「健常者」が支配しています。「障がい者」の間に線を

引き「何もできない」「かわいそう」「こわい」など様々な言葉で世

の中の舞台から引きずり下ろします。「障がい者を働かすなんてケシ

カラン」と耳にタコができるほど叱られていますが、私は「障がい者

だと言って働く場を奪う方がケシカラン」と思うわけです。

　ご清聴ありがとうございました。

【ニコニコボックス】　 クラブ管理運営委員会 渡邉　敏　会員

那部　智史　様… 本日は　ありがとうございます。

三井　徹　会員… 那部様、伊藤様、御越し頂き有難うございまし

た。

小倉　博人会員… 那部様、卓話ありがとうございました。

伊藤様、是非とも入会をお待ちしております。

山口　稔　会員… 愛宕RC那部様、卓話ありがとうございます。

駒井ハルテック伊藤様、本日はようこそ。

富津シティRCにようこそ。

仲間入りを期待します。
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竹内　謙治会員… 東京愛宕RC那部様、駒井ハルテック伊藤様、ようこそお越し下さいました。

これからも宜しくお願い致します。

秋山　和彦会員… 那部様、本日は卓話を頂き有難うございました。

又、駒井ハルテックの伊藤様、ご出席御苦労様です。入会をお待ちしております。

遠藤　和夫会員… 那部様、本日卓話ありがとうございました。

和田　充敏会員… 那部様、本日は卓話頂きありがとうございます。

伊藤様、ようこそ。今後も宜しくお願い致します。

又、２５周年の河津桜が一年近くなり、立派に育っていました。

佐々木敏郎会員… 那部様、本日はようこそ富津にいらっしゃいました。貴重なお話を伺うことができ、

勉強になりました。

駒井ハルテック伊藤様、ようこそいらっしゃいました。是非ともご一緒に活動しましょう。

高木　一彦会員… 誕生祝いありがとうございます。

那部さんありがとうございました。

立石　泰之会長… いつもお世話になっております。

本日はお客様、東京愛宕ロータリークラブ那部智史様、(株)駒井ハルテック伊藤充教様、

ご来訪ありがとうございました。今後も宜しくお願い致します。

15,000円

【出席報告】 クラブ管理運営委員会　 渡邉　敏　会員

区分 出席 欠席 出席率

今回 12 3 80.0%

前回 12 3 86.7%

【第４分区クラブ例会日程】

例会日

木

木

木

水

月

月
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君津 ホテル千成 0439－52-8511 0439－　52－8882

袖ヶ浦 レストラン菜心味 0438－60-1753 0438－　64－1139

富津中央 割烹旅館　いち川 0439－65-0177 0439－　65－0177

木更津東 オークラ　アカデミアパークホテル 0438 - 52-0111 0438－　25－0716

木更津 東京ベイプラザホテル 0438－25-8888 0438－　23－3080

上総 割烹旅館　山徳 0439－27-2003 0439－　27－2336
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クラブ名 例会場 TEL 事務局TEL

本日のニコニコ

累計金額 191,000円

会員数 make up

15 0


