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卓話　「渋沢栄一の「論語と算盤」で未来を拓く」
	 　渋澤　健	様

会長報告（椎野登貴子会長）
・�4月7日（日）、8日（月）に、バスで河口湖周辺を
廻り湖近くのホテルに泊まる親睦旅行へ行って参りま
した。参加者は少なかったのですが、クラブ運営な
どについてよいコミュニケーションが取れ充実した旅
となりました。
・�6月24日（月）の最終例会は、小山明子様をお迎え
して卓話をいただく予定ですが、会場が200名以上
入るとても広い部屋になるので皆様お友達などお誘
いあわせの上、大勢でお出掛け下さい。
・�4月20日（土）に台湾ロータリークラブ3481地区大
会が台北で開かれ、当クラブから私を含め3名が参
加し、合わせて姉妹クラブのお話が出ている台湾の
台北牡丹RCを訪問して交流を深めてくる予定です。

幹事報告（代行富田洋平副会長）
・�本日は今まで以上の大人数のお客様に参加頂いてお
り大変ありがとうございます。
・�配布物は、週報・ロータリーデーご案内・最終例会
のご案内・4月理事会議事録です。

・�4月22日（月）例会後は新会員オリエンテーション
がありますので、該当の会員はご出席下さい。

ロータリーデー紹介（時枝紀子会員、石川和子会員）
（時枝会員）�
　5月12日（日）六本木森ビル裏のアークカラヤン広
場にて「ロータリーデー2750」が開かれます。
　野外ステージでは朝10時30分からバルーンショウ・
ラスカルオンステージ・ドラえもんオンステージなど楽
しい催しが沢山あります。又、サントリーホールでは、
ローターアクト交換留学生などによるスピーチ大会、
パラスポーツの魅力についての講演・ピアノユニット
227の公演・バルカン室内管弦楽団特別公演なども
開かれます。

（石川会員）
　カラヤン広場の野外ステージでは、風船アート・ラ
スカル着ぐるみ・ダンスなど子ども向けの楽しいイベ
ントが盛り沢山で、広場には数々のブースも設置され、
金魚すくい・伝統工芸品の実演販売・3年後の自分
に手紙を書くイベント、さらにフードトラックなど楽し
くロータリーを紹介する企画が計画されています。
　参加するロータリアンが着用するためのピンクのポ
ロシャツもまだありますので、お友達などお誘い合
わせの上お揃いのピンクのポロシャツで参加いただ
ければとてもうれしいです。

ロータリーの友を読みましょう!（辻喜代子会員）
　4月12日（金）にRLI第10回拡大委員会があり参
加して参りました。ロータリアンは入会時に3つのお約
束をすることになっていますが、それは、会費を払う・
例会に出席する・ロータリーの友を読むの3つです。
最近表紙も変わり、編集部も変わり、紙面の構成もロー
タリーのさまざまな活動を要領よく楽しく紹介してくれ
ています。
　是非手に取って1頁でも2頁でも目を通して下さい。

・�3 社目は「株式会社オーシャン�トーキョーグループ」
です。
　日本に増えている10代から20代の草食男子に自信
を持たせるためにまずヘアーをデザインして外見を整え
ることから始めています。
　美容室「OCEAN�TOKYO」は日本で一番予約が
取りづらいと言われており、この5年でグループ年商
28億円に達しています。そこの人気のOCEAN�
TRICOヘアーワックスを今日は各テーブルにお配りし
ましたのでどうぞお試し下さい。代表美容師の高木琢
也はプロの美容師として2018年10月にNHK「プロ
フェッショナル�仕事の流儀」に出演したところ昨年の
最高視聴率を叩き出したため、例外的に2019年5月
に異例の2度目の出演が決定しています。
　このヘアーワックスは2016年に「ロフト」で売り出し
たところ、初日に1万個以上売れ歴代一位となり、代
表高木琢也はヘアーコンテスト「ホットペッパーアワー
ド」で3回連続して日本一となっています。このヘアー
ワックスを販売している店舗の数は全国で1万店舗に
なり、初年度の売上個数は40万個に達し、OCEAN�
TOKYO公式とスタッフ合計のSNSフォロワー数は
300万人となり、2018年のOCEAN�TRICOの販売総
額は18億円に達しています。

・�4 社目は「HAPPY�NUTS�DAY㈱」です。
　広告代理店を退職して起業した方が九十九里町で
始めた事業に私が参加して、ピーナツバターブランド
の専業会社として活動しています。今のところ従業員4
名で年商5000万円にまで成長しています。

・�5 社目は、「BRAND�AND�CONSULTING�AGENCY」
（通帳BACA）です。地方自治体には資金力の違いで
大きな格差が広がっていますが、埋もれている地域の
魅力を第三者的視点で発掘し、新しい形のクリエイティ
ブ工場（LOCAL�FACTORY）として再生させる活動
をしています。千葉県九十九里町で子どもの数が減っ
て閉鎖された保育所を買って、ピーナツバターのファク
トリーを造ったり野菜の商品開発をすすめています。
・�6 社目は、私の父と共同でやっているNPO法人「ア
ジア環境技術推進機構」です。
　日本政府の発展途上国支援には継続性がなく箱物
を造って丸投げするなど無責任なものも多いことに着
目して、発展途上国を長期的にサポートしてしっかり
教育もしていく支援の仕組み創りを目指しています。
　今は中国・ミャンマーにリニアモーターカーを広める
活動に注力し、JR東海の技術者や父が中心になって
日本から教師役を呼んだり技術的な人材育成の拠点
となる国立技能実習センターなどの学校づくりをしたり
しています。

・�7 社目は、「Oインベストメント」という投資会社です。
社会的な重要な意義があるのに投資がなかなか得ら
れない研究などに投資していく活動です。�
　エンジニアと特殊なAIを開発し、中東やロンドンの
事業者などと3,4年廻しており、利益も出ていますが、
まだ公表できない内容が多いので説明はこの程度で
ご勘弁下さい。

� （要約文責　宮下）

　　　　　　　　　　		川上　鉄太郎　会員
【プロフィール】
慶応義塾大学法学部卒業。英国バーミンガム大学ビジネ
ススクール修士課程修了。帰国後、野村総合研究所の
経営コンサルタントとして、消費財B2C企業中心に経営
戦略、マーケティング戦略を担当。現在はChicabi�CEO
のほか、不動産投資ファンドCIO、NPO法人役員として
教育事業にも従事。

・�私の関与している会社は現在7社ありますが、私の人
生のテーマである「調和」をコンセプトに注力していた
らいつのまにか7社に増えていました。
・�1 社目は「㈱chicabi（チカビ）」といいます。デザイナー
として素晴らしい能力・技術を持っていながら口下手で
能力に相応しい対価をもらえていないデザイナーがとて
も多いことに気付いたのが起業のきっかけでした。
　私が、野村総研で2〜3年目の経営コンサルとして
働いていたとき、総研がクライアントに請求していた
報酬は1ヵ月430万円でした。ところが、同じ頃経験7,8
年の有能なデザイナーの得ていた報酬は1日2~3万円、
月40万円から60万円にすぎませんでした。
　そこで、コンサルティング、デザイン、システム開発
の3つを柱とし、クライアント企業様が抱えている問
題を解決するデザインコンサルティング会社としてチカ
ビを起業したのです。テーマは様々ですが、商品/サー
ビス企画、コンセプト設計、タッチポイントデザイン、
要件定義、情報設計、UI/UXデザイン、フロントエ
ンド開発、バックエンド開発、プロモーション企画、
販促物デザイン等あらゆる場面において、“ユーザー”
を中心に考えていくことがチカビの特徴です。ユーザー
の特性やユーザーを取り巻く環境、周囲との関係性、
そこから生まれるニーズを客観的な視点で整理し、問
題点を把握することが初めの一歩。時にはひらめきを
活かしながら、解決策を探りだしていくのです。2006
年創業で、現在年商1億5千万円、社員12名位となっ
ています。

・�チカビがデザインを担当したライブコマースアプリ「me�
&�stars」では、山田孝之さんの「1日受付」をオークショ
ンにかけたところ、落札額は2700万円となり、Yahoo!
のトップニュースになりました。落札者は女性用下着
メーカーの社長で、テレビコマーシャルに比べれば安
いと考えたそうです。その実際の「1日受付」として実
施されたのは、1日300人限定で、山田孝之さんがバス
トサイズを測るコーナーの受付をするというものでした
が、話題となりマスコミにも取り上げられて大成功でし
た。
・�2 社目は、「株式会社千葉牧場」です。チカビと秋葉
牧場が共同出資し、消費競争社会で追い込まれてい
る都会の若者に、立ち止まり自然と地球について考え
るきっかけとなる場所を提供しようという方針です。日
常と非日常の間をコンセプトに、千葉の土地に付加価
値を見出す空間を創出することを計画していますが、
まだその内容を公にはできないのが残念です。

イニシエーションスピーチ

にこにこ合計18,000円 /今期累計458,678円

小川健三様� 久しぶりでーす。

鷺　秀正様� お世話になります

井関和美会員� 今日は育成園アニメーション上映会
でボランティアでピアノをお願いした
新美さんをご紹介します。よろしくお
願いします。

大盛敬子会員� 本日は大変お忙しい中、カネモト会
長様誠にありがとうございます。卓
話楽しみです。ニコニコします。

野呂洋子会員� 本日は、夫をはじめ友人2名ゲストで
お連れしました。

（東京中央RC）

（東京中央RC）

◀55名の参加者でした

例会報告  第737回　2019年4月15日（月）
出席者24名+メーキャップ9名
（正会員57名-休会6名）

出席率 64.71%

本日の例会  第739回　2019年5月13日（月）
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・ �最終例会6月24日（月）は女優でエッセイストの小
山明子さんをゲストにお招きして「今をどう生きるか」
との卓話を予定しております。いつも親クラブが例
会に使っている中2階のとても広い光の間が会場で
200名以上収容可能です。会員の皆様は是非お友
達を沢山連れて大勢で参加下さい。

釣り同好会のお誘い（東京中央RC	世話役	鷺秀正様）
　すでにメールでもご案内いただいたと思いますが、
令和元年の初釣りを是非東京中央RC釣り同好会と
ご一緒に盛り上げましょう。5月11日（土）金沢八景
の柴漁港から朝7時に出発し、午後2時ころ帰港し
夕方4時過ぎに帰京の予定です。参加費1万円、別
途2千円で道具類一式も借りられます。

バレエ作品「ダーナの泉」のお誘い	 	
（東京中央RC	岡本利彦様）
　私の家内の岡本由利子がプロデューサー・作曲・
台本を務めたバレエ作品で、ケルト神話に題材を取っ
た見応えのある内容となっております。5月4日（土）
国分寺市立ホールで開かれますがまだ間に合います
ので、是非よろしくお願い致します。

会長報告（石川和子副会長会長代行）
・�椎野会長は本日台湾ロータリークラブ3481地区大
会出席のため台北へ行かれています。

・�現地では姉妹クラブのお話が出ている昨年女性だ
けで創立された台北牡丹RCとの交流を深めてこら
れるそうです。当クラブもいよいよ世界へ出ていくの
かと身が引き締まる思いです。

・�本日は例会後新入会員オリエンテーションがありま
すので、該当会員は出席をよろしくお願い致します。�

・�入会後にタイミングを逃すと出席しづらくなることもあ
りますので、廻りの方からお声掛けいただければう
れしいです。
・�来週から連休に入り、連休が明けると時代は令和に
なり、今年度もあと2ヵ月となります。椎野年度が無
事終わるよう祈っております。

・�次年度の人事の話も聞こえてきますが、お願いがあ
りました節には積極的なお引受けをいただくよう福
元会長エレクトに代ってお願い致します。

・�5月12日（日）はロータリーデーとなっておりますので、
皆様お誘い合わせの上お出かけ下さい。事務局で
簡単に登録できますのでよろしくお願い致します。
　5月12日（日）は午前10：00から始まり、少し朝
早いのですが、若者たちのスピーチを聞いたりコン
サートなど盛り沢山となっております。岩崎宏美さん
の参加も決まりましたので事務局でチケット購入など
よろしくお願い致します。
・�5月19日（日）は育成園のアニメ上映会があり、ラ
スカルの着ぐるみも出て子どもたちも楽しみにしてい
ます。是非大勢の会員が参加して盛り上げて下さい。

幹事報告（石原忠始幹事）	
・�このところ腰の痛みがひどく、千葉の病院で緊急の
手術を受け、オペも上手くいったのですが、一週間
入院したので親睦旅行も欠席して先週の例会も欠席
となり大変申し訳ございませんでした。�

・�配布物は、週報・理事会議事録などBOXに入って
おります。

・�本日は例会終了後に新入会員オリエンテーションが
ありますので、新入会員は参加下さい。

・ �連休明けの最初の例会は、5月13日（月）となります。
5月12日（日）のロータリーデーの翌日になります。
又、次の週5月19日（日）には育成園のアニメ上映
会があります。

の頭文字です。教えてと答えるを仲介して世界の皆
が抱えている悩み・望みをOKな状態にすることを考
えたのです。さらにその後、そんな波（WAVE）を
世界へ広げたいと考え「OKWAVE」に改名したの
です。この活動が紆余曲折を経て廻りの皆さんに助
けられて軌道に乗ったころ、名古屋からやっと妻子
を呼び寄せることができました。

・�「OKWAVE」は今、世界の110ヵ国で使えます。あ
の国のこの人に助けられたから、僕は攻撃ボタンを
押さないと言ってもらえる助け合いの輪は確実に広
がっています。
　「OKWAVE」の中の「6ヵ月の赤ちゃんを育てられ
ない」という質問とそれに対する沢山の答えは感動
的なものとなり、その後TOYOTAのコマーシャルに
も利用されました。
　又、「今週妻が浮気します」という質問に対する
答えをまとめた本はテレビドラマ化されました。

・�「OKWAVE」の優良回答にはお礼にビットコインを
出せるようにしたところ、スポーツ紙に散々叩かれま
した。しかし、その後合法化されています。当社で
独自の人工知能を開発したところ、外部から「IBM
のワトソンに勝てる訳ない」などと叩かれましたが、
その後アディダスが使ってくれることになり、専門家
にも入ってもらって、今では世界中で7000万人に使
われています。
・�当社はブロックチェーンを独自に発展させ、「ブロッ
クチェーンでグーグルを倒せ」というキャンペーンを
張ったところ、マイクロソフトが出資してくれて信用
が生まれ、OKWAVEで蓄積した3600万件以上の
実際のQ&AのデータベースをAIで管理するシステ
ムはいろいろな大手企業に各社の全社的情報管理
機能を有するFAQシステム（ユーザーの質問に企業
が答えるシステム）の支援ツールとして採用されるよ
うになりました。

・�当社はブロックチェーンを独自に発展させ、ATMに
ブロックチェーンを応用して管理効率を飛躍的に向
上させることに成功し、現在三菱UFJ銀行とりそな
銀行にブロックチェーン技術を提供しています。以
前は3時にATMを閉めると夜中の12時までかかっ
て検算し、間違いがあると夜明けまでかかっても一
からやり直さなければならないという極端な非効率
がありましたが、ブロックチェーンを使用することで
検算が不要になり、間違いがあるとすぐ判別できる
ようになっています。

・�当社は助け合いの場の創造を通して物心両面の幸
福を実現する「感謝経済」を目指しています。ありが
とうを形にするOsieteとKotaeruの助け合いを通し
て争いのない世界を実現することを会社のミッション
にして活動しておりますので、これからもよろしくお
願いいたします。

� （要約文責　宮下）

株式会社オウケイウェイヴ	
代表取締役会長

兼
かねもと

元　謙
かねとう

任	様

【プロフィール】
　愛知県立芸術大学卒。学生時代から仲間を募って
人的ネットワークを作り、さまざまなデザインワークを
行う。株式会社GK京都、株式会社ダイワ、株式会社
イソラコミュニケーションズを経て、株式会社オウケイ
ウェイヴの前身、有限会社オーケーウェブを1999年に
設立し、2000年1月にQ&Aサイト「OKWeb」を正式
公開。
・�私の父方と母方の祖父はそれぞれ終戦間際に韓国
から日本の名古屋にやってきて、いろいろな仕事を
やってきましたので、私は在日韓国人三世となります。
当時は韓国出自というだけで学校も就職もダメで、
私は小学5年生のころ帰化しました。当時の遊び仲
間は私が韓国人だと分かると手の平を返したように
いじめてくるようになり、トイレに落とされそうにもな
りました。韓国民団からは裏切り者と罵られ、精神
的に追い込まれ、生きていてもしょうがないと自殺
も考えるようになりました。

・�そのころ、仏教の精神でこどもを助けているお医者
と出会い、救われました。
　「人間の細胞を見なさい。細胞の細かい要素には
皆役割があって、創造しながら人間全体として生き
ているのですよ」と目を広げられました。仲間もできて、
愛知県立芸術大学へも入りデザインを学びました。
卒業して身障者用の道具のデザイナーになり、社会
のためになるデザイン活動に注力し、大学同窓でヴァ
イオリニストの日本人女性と結婚して子どもも2人でき
ましたが、あまり妻に生活費も渡していませんでした。
ある日妻と喧嘩し三行半を突き付けられ、何もかも
嫌になり、逃げるように東京に出てきました。
・�池袋に住んで2年位ホームレス生活をしていました
が、中国人の女性に救われました。この女性は北京
から来た人で、原発を2発も落とされ、17,18の大都
市はすべてボロボロにされたのに戦後GNP世界2
位に駆け上がっている日本を一度見てみたかったそ
うです。

・�そのころネットと出会い、自分が韓国と日本のボー
ダーに立っている人間なのに世界とつながることがで
きることにショックを受けました。世界中の困った人
たちを余裕や知識のある人が無報酬で助けてあげる
システムを作りたいと考えるようになり、2000年に世
界につながる助け合いサイトとして「OKWeb」を立
ち上げました。「O」は「Oshiete」、「K」は「Kotaeru」

◀例会後の新会員
　オリエンテーション

松浦裕子様� 久しぶりに古巣に参加できてうれし
いです。皆様にお会いできなつかし
い気持で一杯です。

鷺　秀正様� アジ釣りのお誘いで伺いました。

永野邦夫様� 何日もお世話様です。

黒岩友美会員� 先日はお誕生日を有難うございます。
2750地区で軽音楽同好会が発足し
ます。ご興味のある方はご一緒に
是非楽しく親睦いたしましょう！

丸山冨美江会員� 遅ればせ乍ら、親睦旅行お世話に
なりました。行きバスの中での富田さ
んの「事例にもとずく爭續（そうぞ
く）」のお話は皆さんに聞いて頂きた
い程良いお話しでした。

（福岡城南RC）

（東京中央RC 
釣り同好会）

（東京中央RC）

にこにこ合計11,000円 /今期累計469,678円

例会報告  第738回　2019年4月22日（月）
出席者27名+メーキャップ5名
（正会員56名-休会6名）

出席率 64.00%
ホームレスから上場企業の社長へ卓

話
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