になると思います。大きな目標を立てて実行に

会 長 あ い さ つ
うつしていく。会員増強で行っているあのPDCA
会長

田口 修身

皆さんこんにちは。先週は
伊勢志摩でG7サミットがあり、

の手法です。２月の三光ソフランさんの４０周
年パーティーではまだまだ通過点、もっと成長
するとの挨拶をされていました。

世界中の首脳が集まり警備も

大宮西ロータリークラブは若い事業主メン

大変だったと思います。その

バーがたくさんいます。高橋さんのアグレッシ

あと、アメリカのオバマさん

ブな姿を見て、話を聞いて、自分の会社を立派

は広島を訪れ、平和記念公園

にしていく助けになればと思います。

で被爆者とも会い、新たに核兵器の廃絶を訴えて

今日は高橋さん宜しくお願いします。

帰られました。戦後７１年になりますが、あのよ
うな不幸は２度と無いことを祈ります。

お客様ご紹介

新井清太 副会長

ロータリークラブではどの年度も卓話の充実を
目標としています。どんなプログラムにすれば皆
建 承 株式会社

代表取締役

遠藤和行

様

さんに喜んでもらえるか考えるところです。そし
青少年交換学生 Mariana Ramos de Carvalho

て卓話者と話の内容で良し悪しが決まってしまい
マリアナ・ラモス・デ・カルバーリョ さん

ます。私は今年を健康が大切と考え、スポーツ・
食事・医療等の切り口で卓話を考えました。

幹事報告
３月に高橋パスト会長のお話を聞いたときに、
こういう成功している先輩のお話を卓話で聞けた
らいいなと思いました。さっそく、高橋さんにお
願いしたところ、３０分じゃ誤解を招くだけだ、

幹事

小木曽賢己

３０分じゃ難しいと言われました。最近の例会
は、プログラムが盛りだくさんで時間が少なくな
1．6月のロータリーレートは１ドル１１０円との

り、お願いした卓話者に申し訳ないことがありま
連絡がありました。

したが今日は大丈夫です。
2．６月２０日はクラブ協議会として年度総括発

高橋さんは、家業のお米屋さんを継いで相当大
表が予定されております。

きくして成功していたのに、法律も変わり先が見
各部門委員長の皆様、各委員長の皆様には、発

込めないと判断して縮小した。そして新しいビジ
表のご準備をお願い致します。

ネスに展開した。その勇気・スピードは大変参考

委員長報告

えず5年だけお米屋をやってみようと、当時大学
出の給料の5割増ということ、私の自由にやらせ
ること、この2つの条件を付けてやりました。1店

インターアクト委員会
島村まり子委 員長

目は23歳の時ですが、2年経って支店を出しまし
た。当時社員は4人で、支店を2つ出して社員が8
人になりました。間違いなく赤字になると思って

６月４日埼玉栄高校の定期演奏会、吹奏楽部の
いましたが1年後に利益が5割出ました。なぜ出た
チケットは、当日先生に大宮西ロータリークラブ
のか、どう考えても4人の人件費が倍になったの
のだれだれと言って頂いて下さい。
だから儲からないはずなのに。その時、社員が自
分の給料分は稼いでくれたんですね。人を入れる

お 祝 い ( 第２子ご出産)
第２子ご出産)

と人件費に食われてしまうと思ったのですが、そ
の分稼いでくれるということが分り、人を入れる
ことは怖くなくなった。1店でこれなら10店で10

望月

諭 会員

倍、100店なら100倍と思い43店舗出し、埼玉県で
一番売りました。当時1店舗で、今でいうと1,000
万 円位 の利 益 が出 て10店舗 だと1 億位に なるの
で、40店舗だと40億位出せるな、と思いやってい
ました。大体その通りになりましたが、お米屋さ

会員卓話
ん自体は今後絶対だめになると思っていたので、
別の事業をやろうと思いました。
不動産屋さんが一番儲かりそうだな、と。それ
パスト会長
高橋誠一 会員

に背広を着て高級車に乗って、いつでも女性を誘
える体制が出来ているので。資格を28歳で取り、
29歳で米屋を引き継ぎして30歳で不動産屋を始め

色々な事業をしていますが、三光ソフラン、ア
ました。それから40歳で社員が10名、40～50歳で
パマンショップ㈱アップル、ＡｍｉＸ、㈱ハウジ
社員が100人になりました。50～60歳は1,000人だ
ング恒産、メディカル・ケア・サービス㈱の5社
と言っていたのですが1200人になり、言っていれ
が連結対象で、その他にもメディカルホットライ
ばその通りになるんだな、と思いました。60～70
ンとか色々あり全部で16社やっています。元々お
歳は10,000人だと言ったのですが、今7,000人を
米屋さんからスタートしたのですが、実はお米屋
超えた所です。1998年、今から17～18年前、自分
さんだけは絶対やらないぞ、と思っていました。
の仕事をやりながら将来この仕事だけで良いのか
ジーパンはいてジャンパーを着て米の配達をして
といつも考えていました。何が良いのか…。少子
いたら女性にモテないよ、と。そこを最優先し、
高齢化の話が新聞に毎日載っていて、少子だから
やらないと決めていました。それと儲からないと
子供相手のビジネスは絶対うまく行かない、増え
いうことです。身体だけ使って殆ど儲けはない職
て行く高齢者対象の仕事をして行こうと思いまし
業と思っていました。父・兄・姉と2人の社員が
た。高齢者はお金を沢山持っているので旅行も良
いたのですが、この社員が高齢で、米が重くて出
いが、旅行会社は他に沢山あるし…あとは介護や
来ないと辞めてしまいました。卒論を書きながら
医療、医者ではないので医療は出来ない、結果と
手伝ったのですが、6カ月あるから大丈夫、それ
して素人で出来る介護にしようと思いました。特
までには誰か入ってくれるだろうと思っていまし
別養護老人ホーム、老健、ショートステイ、デイ
た。電機会社に決まりましたが、もともと自分で
サービス、訪問介護…と沢山ありますが、自分が
やろうと決めており、5年勤めたらやめるぞ、と
出来るのは何かと考えた時に、たぶん施設介護し
思っていました。しかし6カ月経っても誰も入っ
かできない、であればグループホームとはなん
て来ない、どうしよう、ということになり、取敢
だ？3ユニットで27人位、建物も3階建くらい

で １ユニット9人、9人、9人でこれは面白そうだ

トしました。

な、と随分調べました。面白いなと思っていたと

1999年頃にはアパマンショップを作りました。

ころに2004年4月に介護保険が導入され、すぐ地

全国の賃貸管理ビジネス協会に入っていたのです

主さんを説得して契約しました。2億円の建物を

が、理事をやっていたアパマンショップの大村君

契約して、地主さんにローン付けますよ、と言っ

が私のところに来て、日本一のネットワークを作

たのですが、埼玉銀行だったか…これやったこと

りましょう！と言いました。大手がどんどん出て

ありますか？実績ありますか？と聞かれ、無いで

来て小さいところは大手にやられる、それを守る

すよはじめてですから、と言ったところ、お貸し

ために我々アパマンショップでやりましょう！

出来ません、と言われました。だってこれは国が

と。そこで私が北海道から沖縄まで15支部の支部

やる事にしたんでしょ、何で貸さないの？と言い

長を集めて、皆で日本一のネットワークを作らな

ましたが、4行に行き全部断られました。これで

いかと話しましたら、それは面白い、ということ

は何もできないと思い信用金庫に行き、信用金庫

で、作るぞ！と言って、設立1年5か月で上場しま

は何のためにあるんですか？と聞きましたら、地

した。そして、三光ソフランも上場すると決めま

元のお客様の為にある、と。地元の人が入る施設

した。それまでは上場なんか絶対しないと言って

だからこれはピッタリです、こういう所に貸さな

いたのが、やる気になったんですね。それからメ

いと信用金庫の価値がないですよねと言うと、納

ディカルケアを作りました。更に全国賃貸管理ビ

得はして頂いたのですが、理事会にかけないとい

ジネス協会の会長になり、銀座にある日本ビジネ

けないと言われました。結果は2億円ＯＫでした

ス交流会のサロンも作って、同時に5つ始めたの

が、条件があると。それは「髙橋さんが保証人に

ですがお蔭様で皆上手くいきました。アパマン

なる事」。何で？地主さんが借りるんだから、地

ショップも1,250店舗で日本一のネットワークに

主さんだけでいいんじゃないですか？と言いまし

なり、うちは東京、埼玉、神奈川で60店舗、アパ

たら、「これは誰がやるんですか？」「私です」

マンショップの中では断トツ一番で、売り上げも

「成功する自信はあるんですよね？」「当然あり

利益も一番になっています。店舗を１つ出すのは

ます」「だったら保証人は大丈夫ですよね」と言

すごくきついんですが、3店舗、4店舗と出してい

われ、そうかと思い保証人にされました。2つ目

くとそんなに難しくなくなっていき、10店舗も出

も私が保証人でしたが、3つ目では、2つとも上手

せば毎年10店舗、20店舗と出していけるようにな

くいっていて他の介護施設も同様だったので、全

ります。今100店舗出せと言っているのですが、

ての銀行が積極的にお金出しますよ、となりまし

店長候補がいないということで1年位ストップし

た。しかし1つ目のとき、地主さんに銀行ＯＫ出

ています。店舗を出せばそれだけ売り上げが上が

ましたよと言うと、なんと地主さんは「やめる」

る、利益が出ますので店舗を出した方が良いし面

と。親戚に相談したが誰もやってないことを何で

白いと思っています。アパマンショップもそうで

やる必要があるんだ、皆が成功してからやれば良

すが、三光ソフランも絶好調です。何がと言いま

い、と言われたと。それもそうだな、と思いつつ

すと、今、「お金持ち大家さん」と言うのを私が

も、ローンもＯＫになり解約できませんよと言っ

やっています。普通のサラリーマンの人は65歳に

たところ、私には関係ないと言う。本当に止める

な っ た 時 20 万 円 の 公 的 年 金 し か 貰 え ず 、 1,000

の?では私も契約を解除します、あなたの息子さ

万、2,000万貰っていても老後は年金だけでは食

んを2年前に預かってくれと言われて、我社で働

べていけません。家賃収入等が別にあれば問題な

いています。解除できないものを解除すると言わ

いのですが、無い場合にはアパートを1棟買って

れるんでしょ、でしたら私もできるか分からない

家賃収入を持った方が良いですよ、ということで

けど、明日あなたの息子さんを解雇します。と言

す。これは簡単で分かり易いことです。

いました。そうしたらそれはやめてくれ、と。で

土地建物で新築で5,000万円のアパートに対し

は交換条件でやりますか、と言いましたら2日程

て2,000万の自己資金を入れて3,000万を借りる、

考えて、社長やる！ただし条件がある。息子の嫁

この3000万を20年で返済する、すると毎月15万円

を紹介しろ、と。そうして返事をもらい、スター

の返済になります。大体5,000万のアパートは6戸

ワンルームで、5万円でアパマンショップが借り

が1,000人応募してきました。その中から10人選

上げます。ですから30万円のお金が入ってきて15

び、うちの会社に入っています。10人中9人が英

万返済し、15万が残る、これが個人年金となる訳

語と日本語が話せます。一人英語ペラペラで日本

です。1棟なら15万ですが2棟なら30万、3棟持て

語はやっていないのですが、プロクターギャンブ

ば45万円と公的年金20万ですから毎月1泊位の旅

ルに内定が決まっていて、落とすよ、と言ったら

行、年に2回位の海外旅行に行ける、ゆとりある

どうして駄目なのか、と聞いてきました。この子

暮らしが送れます。私がセミナーをやると毎回

は22歳大学院卒ですが、優秀で飛び級をしている

150名位の申込があります。それも日経新聞に一

ために歳の計算が合わないのです。君は優秀だが

回だけ「お金持ち大家さんのセミナー」と入れる

僕の秘書をやるには日本語が必要だよ、と言った

だけで。当日100名です。講演終了後は、2,000万

ところ、卒業まで7カ月あるのでそれまでに日本

以上お持ちの方には私が相談を受けることにして

語を覚えます、と言ったので採用しました。そう

います。基本人生相談になりますが、既に1,950

したら、入社時にはもう素晴らしい日本語を話し

人位の人生相談をやっていて、1,000人以上が1棟

ていました。漢字を全部使ってメールもして来ま

目のアパートを買っています。一番最初の人はも

す。一人っ子なのに親が心配しないの？と聞きま

う6棟を買っていますが、6棟で90万円です。家賃

すと、私は自分の道を進みます、海外で仕事をし

収入から返済を引いて90万で全然老後の心配はい

たい、プロクターギャンブルは中国での仕事でし

らない、ということです。今から5年位前はネッ

たので、日本に行きたい私は御社を選びました。

トで8％でしたが、東京の不動産が上がり始めて

と言いました。民泊用マンションを探してこいと

おり、利回りが落ちて7％が今6％に下がってきて

言うと、圧倒的なほど凄い。民泊はこれから凄い

います。でもやらないよりはやった方が良いん

ことになりますから、中国、マレーシア、インド

じゃない、ということで、6％を切ると紹介しな

ネシア、サービスアパートメントが今年9月から

いのですが超えている場合は紹介しています。や

スタートするのですが、120室、8階建が今年オー

ると3割が申込みます。私が1時間話をすると、す

プンで30階建590戸のマンションを一棟買って、

ぐにやりたいと言いますね。ただ、全員見込客に

そ の 隣 に 三 菱 商事 が 2 棟買 っ た の です が そ れ を

なるのですが物件がない、ということがありま

1,000万で買って、ほぼ1,000万円で皆さんに提供

す。物件が上がってきて、また6％以下のものは

している、これを今着工し4年後に完成しま

売るなと言っているので探すのが大変で、お客さ

す。1,700～2,000万で売れると見ています。そこ

んがいるのに成約が落ちている点もあります。

の大開発をやっているところはジャカルタからチ

メディカルケアに関しましては、北海道から九

カランと云う所まで38キロあるのですが、渋滞し

州まで270か所の老人ホームを作って5,000名程の

車で1時間かかります。そこから30分先にトヨタ

社員がいます。グループホームでは日本で2番目

とかホンダの大工場群があります。インドネシア

です。たぶん上手くいっているのがうちだと思い

は人口2億5000万人、車は95％が日本車、内9割以

ます。ニチイ学館が今一番なんですが150億の赤

上がトヨタで圧倒的に強いです。トヨタも豊田通

字を出しています。介護ホームは今だんだんとき

商がサービスアパートメントをつくっています。

つくなっているのですが、ちゃんとやっていれば

トヨタがやっているのなら当社も、とやった訳で

利益は出るもので、お蔭様で今利益は出ていま

もうじき完成します。インフレは毎年10％を超え

す。今後国内の介護事業はそんなに長くないな、

ていますから、5割から6割上がって、建物はもっ

と思っており、中国の上海の隣の南上で１年前に

と上がっています。1,000万で買っても1,700万位

や っ て 100 人 の 老 人 ホ ー ム に 今 85 人 入 っ て い ま

ですぐに売れるだろうと思っています。皆さん、

す。広州に150人の老人ホームをスタートする、

買いませんか？とお話しているのですが。今年は

北京大学のコンサルもやっているのですが、北京

ゴルフも行けるかなと思いましたが月2回くらい

大学は中国に3,000校ある中の１位です。1位が北

が精いっぱいです。

京大学、2位が精華大学…と番号が付いていて、
上位20校に社員募集をしたのですが、東大クラス

お手元にロイヤルビューティークリニックの特
別優待券がありますが、最高級を作ろうかなと思

い銀座に1丁目に130坪のテナントを借りて作りま

ロータリーの目的
した。建物だけでなく技術も最高でなくてはとい
うことで、東大の美容形成から紹介して戴き４人
本日のリーダー：佐々木裕二 会員
の女医さんに来て頂いています。まずは血液がき
れいかどうか。腕から血液を100ｃｃ採り、そこに

ロータリーの目的
オゾンを入れかき混ぜて戻す、それが血液クレン
ジングです。他のクリニックでやりましたら100ｃｃ
が15分掛かり、オゾンを入れて戻すのが15分で計
30分掛かりました。6回目できれいな血になりまし
た。次第に早くなるのですが、それは血液がさら
さらになるためです。脳梗塞、心筋梗塞になりに
くくなる。また高濃度ビタミンＣとは、体にビタ
ミンＣを入れるのですが疲れが無くなり体が楽に
なります。若くなくては、ということで5回で全部
シミをとりました。加齢でシミが出ますが、若い
時から日焼け止めなどつけずにいたため潜在的シ
ミが沢山あり、中からできます。これをやるとと
てもきれいになります。6月一杯までの優待チケッ
トが 入っ てい ま すの で是 非一 度試 してみ て下さ

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎と
して奉仕の理念を奨励し、これを育むことに
ある。具体的には、次の各項を奨励すること
にある；
第１ 知り合いを広めることによって奉仕の
機会とすること；
第２ 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ
仕事はすべて価値あるものと認識し、
社会に奉仕する機会としてロータリア ン
各自の職業を高潔なものとすること；
第 ３ ロータリアン一人一人が、個人として、ま
た事業および社会生活において 、 日 々 、
奉仕の理念を実践すること；
第４ 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界
的ネットワークを通じて、国際理解、
親善、平和を推進すること。

い。すでにやられた方もいらっしゃいますが、全
然違うとのことです。
宝塚は5組あり今星組80人がやっていて、順番に

四つのテスト

大阪大劇場から東京に来る形になっています。私
本日のリーダー：島村まり子 会員
は 宝 塚 の 一 番 の パ ト ロ ン で 、 2,000 席 で 1,600 万
円、年 6回貸切っていて三 光ソフランでは1回で
す。ファンの95％が女性です。メリットは？と言

四つのテスト
いますと、トップスターの可愛い子と食事が出来
ます。いつも可愛い子が傍にいると楽しいという
ことで、今度日本全国から募集して、私が審査委
員長 で「 ミス ・ アー ス」 のコ ンテ ストを やりま

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

す。ご静聴ありがとうございました。

～次 回例会案 内～
次回例会では、大宮西クラブの生き字引・大竹庄蔵会
員による会員卓話第２弾をお送りします。お楽しみに！

