2017-2018 年度 RI テーマ ：変化をもたらす 〜MAKING A DIFFERENCE〜
HIRATSUKA RC テーマ
：明るく 楽しく …そして誇りをもって！
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会員数 58 名

対象者 55 名 出席者 40(37) 名

出席率 68.97 %

前々回

7 月 6日

会員数 58 名

対象者 55 名 出席者 43(41) 名

出席率 75.44 %

本日の卓話者ご紹介
株式会社井口一世
代表取締役社長 井口一世様
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ニーズにマッチした高付加価値を生むこの新たなビジ
ネスモデルが評価され、H18 年の「第 1 回渋沢栄一ベ
ンチャードリーム賞」を皮切りに、H27 年の「勇気あ
る経営大賞」受賞まで、数々の賞を受賞するに至った。
製造業でありながら、
働き手の殆どが、女性、
また、文系出身者も 7 割
を超える、当社独自の人
材育成も評価の対象だ。
当社のブランディング戦
略とは、マーケティング・ニーズ発掘・新たなビジネ
スモデルの創出・ユニークな人材育成、それによる国
（経産省）や東京都からの評価を得、その結果知名度の
向上、顧客増加、売上増大、待っていても仕事が舞い
込んでくる。広告宣伝にお金を掛ける事無く、仕事を
得る、これが当社のブランディング戦略だ。

ブランディング、マーケティング戦略
株式会社井口一世
代表取締役 井口一世

名立たるメーカーが生産拠点を海外に移す動きが加
速し、戦後日本を支えてきたものづくり産業は衰退の
一途を辿っている。その中でも金型産業は、際立って
窮地に追いやられている。しかしながら、今後も量産
品における金型の役割は不変であり、更に技術の進化、
市場ニーズの多様化などで、製品寿命が短くなるとと
もに、数量が一定しないなどの厳しい課題も浮上し、
金型産業に更なる追い打ちがかかる。
そんな中、この八方ふさがりの業界ニーズを徹底的
に分析し、当社が見出したソリュー
ションが「金型レス」そして更
にメーカーのニーズを反映させ
た「切削レス」だ。金型や切削
加工の精度を板金で、しかも職
人依存を排した ICT の活用によ
る合理的な加工を実現。金型業
界の衰退を背景に、メーカーの

卓話者ご紹介
【プロフィール】
いぐち いっせい
株式会社井口一世 代表取締役 井口一世様
1978 年立教大学経済学部経営学科卒業。2001 年に
株式会社井口一世を創業、代表取締役に就任。「金型
レス」
「切削レス」を掲げ業績を伸ばしている。また、
社長職を務めながら大学に通い、2009 年に国立大学
法人東京農工大学修士課程を修了。2105 年、株式会
社なんとかなるを設立。代表取締役に就任。
【略歴】
S53 年
H13 年
H21 年
H22 年
H23 年
H23 年
H27 年
H28 年

立教大学経済学部経営学科卒業
株式会社井口一世設立、代表取締役就任
国立大学法人東京農工大学修士課程修了
学校法人聖ステパノ学園、理事・評議員就任
社団法人東京農工大学教育研究振興財団、評議員就任
一般社団法人首都圏産業活性化協会、理事就任
株式会社なんとかなる設立、代表取締役就任
一般社団法人首都圏産業活性化協会、副会長就任
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日時：9月8日
（金） 受付6:30〜8:30 スタート7:30〜
場所：相模原ゴルフクラブ

【受賞歴】
H18年 「第１回渋沢栄一ベンチャードリーム賞」奨励賞
H18年 「第６回ビジネスプランコンテスト」関東経済産業局長賞
H21年 2009年元気なモノづくり中小企業300社に選ばれる
H24年 平成24年度「東京都経営革新優秀賞」最優秀賞
H25年 「Japan Venture Awards2013」経済産業大臣賞
H26年 「2014年東京都ベンチャー技術大賞」特別賞
H27年 第13回「勇気ある経営大賞」奨励賞受賞

◎大谷ガバナーより、豪雨による九州被害地への義援金協力
のお願い。
先週の例会に皆様にご協力を頂きまして、例会終了時点
で、募金金額は42,100円となりました。
今月末までの締め切りとなりますので引き続きご協力を
お願いします。寄付の目安として一人当たり1,000円以上
をお願いいたします。

新入会員ご紹介

氏

うえの

まさとし

名 : 上野 雅俊

生年月日:昭和45年10月19日 46才
出 身 地:神奈川県川崎市
趣
味:音楽、映画鑑賞、モータースポーツ、
自動車整備
（ご自分の車を整備し、サーキット走行などを楽
しまれているそうです。）
家族構成：ヴィオラ奏者の奥様と二人暮らし
職
歴:平成7年NTT東日本に入社

◎湘南ひらつか七夕まつり実行委員会より協賛のお礼状が
届いています。
今年は7日から9日までの3日間で167万人もの観光客を
お迎えすることができ、皆様に感謝いたしますとのことで
した。
◎5月20日に開催されました地区「新会員の集い」に欠席さ
れた入会３年未満の会員の方に地区よりロータリーバッ
グをお渡しいたします。
委員会報告
委員会報告はございません。
1名

メークアップ（MUP)
常盤卓嗣会員
本日のスマイル

19名

ゲスト

3名

(株)井口一世 代表取締役社長 井口一世様
鈴木成一様、平井敬規様（入会予定者）
上野様入会式

4名

ビジター

幹事報告
◎本日は茅ヶ崎ロータリークラブの池上實様とIMキャラバ
ン隊として平塚南ロータリークラブ会長の平野恵美子様、
幹事の市川道夫様、IM実行委員長の小川務様、
そして入
会予定の鈴木成一様と平井敬規様がビジターで参加さ
れています。

茅ヶ崎RC・池上實様、
平塚南RC・会長 平野恵美子様、幹事 市川道夫様
IM実行委員長 小川務様

◎本日は（株）NTT東日本−南関東 神奈川西支店副支店
長の上野雅俊様の入会式を行います。
◎第54回平塚市少年野球大会が7月21日からバッティング
パレス相石スタジアムひらつかで開催されます。
開会式には片野会長が出席されます。
◎「国際ロータリー第2780地区2017〜2018年 地区大会
親睦ゴルフコンペ」のご案内。
年度前よりご案内をしておりますが地区大会のゴルフコ
ンペの参加者にまだまだ余裕がありますので、再度のご
案内です。今月末の締め切りとなっておりますのでこれ
からでも是非ご参加ください。
クラブ会報委員会

◎ 馬上 晋

平塚南ＲＣ

ＩＭキャラバン隊

卓話・行事予定
7月27日
（木）

(株)茶加藤

代表取締役

現在ございません。

市内例会変更

○ 青山 紀美代

西村 裕子

加藤宗兵衛様

清水 雅広

