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▲

本日のプログラム
　「2016年規定審議会の報告」
　鳥居滋 パストガバナー

▲

６月16日のプログラム
　「チャーターナイト特別例会」
　（於 アークホテル岡山）

●６月９日は例会休会（定款第６条第１節による）

　岡山市に本社を置く通信教育・出版業大手，ベネッセコーポレーション前代表
取締役社長 明田英治様にお越しいただきベネッセコーポレーションの前身である
福武書店への入社経緯から，故事「人間万事塞翁が馬」を用いて，目先の状況に
振り回されすぎず，自分や会社の本質，理念を見失うことなく努力を惜しまない
ことの重要性まで，熱心にご講演いただきました。

明田 英治

年間で

学んだこと

Eiji Aketa

Things I’ve learned 
in 35 years

本日のテーマ

歴史を考えるということは「現在と過去との対話」ですが、
福武書店の創業期のエピソードには

不易の経営のバイブル的な要素が散りばめられてい

る。

温 故 知 新

1 Today’s Theme

「38年間の事業活動を通じて私が学んだこと，感じたこと」
ベネッセコーポレーション前代表取締役社長

㈱グロップ 監査役　明田英治 様

５月26日のプログラム
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福武書店→ベネッセ の歴史

1955年 ㈱福武書店を創⽴
→ 中学向けの図書、⽣徒⼿帳発⾏

1962年 高校向け関⻄模試（７３年に進研模試として全国展開）を開始

1969年 高校⽣向け通信添削講座を開講
→ その後中学講座、⼩学講座、幼児講座と２０年かけて展開

1993年 当時世界最大の語学企業ベルリッツを子会社化

1995年 社名をベネッセコーポレーションに変更

2000年 介護事業本格参入 → ㈱ベネッセケアを設⽴

2009年 持ち株会社化 → ベネッセホールディングスを商号とする

History of the Company 4

1 創業社⻑の倒産経験からの再起の覚悟

2 通信教育事業（通信添削事業）の６度の失敗と７度目の成功

3 お客様中心の徹底、使命感を持つ、
品質がよくて誠意を持って接すれば買っていただける

4 失敗しない唯一の方法は成功するまで諦めない

5 数字はうそをつかない。経営者は数字中⼼の計数管理が必須

Things I’ve learned in 35 years

私が３５年間のベネッセ時代に学んだこと

理念なき事業は⻑続きしないケース
が多い。ブームは作れても継続的、安定的な
お客様からの支持は得られにくい。結果事業の
継続期間が短い。

収益を上げ続けなければ、サービスへの投資が
続けにくくなって、理念の実現やお客様
からのニーズ、シーズに答えられな
くなり、事業が疲弊していく。

理念 収益

Things I’ve learned in 35 years7

理 念 と 収 益 の 両 立

売り上げは信頼のバロメーター、利益は経営努力・経営の効率化のバロメーター。

売り上げを伸ばすことはヒッスであるが、売り上げを伸ばす基盤としてのコスト意識を会社、

組織の風土かすることはさらに重要

￥ ￥
￥

改善実施の３原則

最善にこだわらず次善でもいい
大きな問題は分割・細分化する

何をすればいいのか、最終的にどうなればいいのか

やめる 減らす 変える

「目的はなにか︖⼿段が目的化していないか︖」
を確認しつつ改善活動をすることが⼤切︕

Things I’ve learned in 35 years8

仕 事 の 改 善

不要なものは
「やめる」

やめられないものは
「減らす」

減らせなければ
「変える」

禍福は糾える縄の如しだから、目先の状況に振り回されすぎず、自分や会社の本質、理念を見失うことなく努力を惜しまないことが

重要。自分の会社は「誰のために、どうなることを期待して、どんなサービスを提供する会社か」自分自身は「何をしたいと思って今の

仕事をしているのか」つまり、自分は何者か・・・を見失うことなく時間を使うことが重要」

人生も同じ…「いいこと保存の法則」
いい時に奢らず、悪い時に悲観しないこと

人 間 万 事 塞 翁 が 馬

事業が絶好調の時は 不調に向けての第一歩

事業が不調の時は
（ハンドリングを間違わず本質を⾒失わなければ）
再成⻑のチャンス

クレームが発生した際には
誠意を持って対応すればそのお客様を
ファン、シンパ化するチャンス

Things I’ve learned in 35 years5

顧客中⼼を理念として掲げている会社は多いが、顧客中心を経営から現場の末端まで
徹底し、それを続けている会社、組織は極めて少ない。

お 客 様 中 心 主 義

プロダクトアウトじゃなくマーケットインで考える。思いに思い、考え抜いくことが事業
成功の鍵だが、お客様目線で⾒たとき魅⼒的なのか、求めていることなのかを冷静
に判断することが重要

天 動 説 じ ゃ な く 、 地 動 説 で 考 え る

サービス提供側はその道のプロでなければならない。お客様に気付きや予期せぬサー
ビスを提供することを目指す。サービスに関するお客様の声には真摯に耳を傾ける

お 客 様 は 神 様 で は な い

Things I’ve learned in 35 years6

グロップの基軸は人である。

わが社はその基軸である人
（社員）と共に成⻑し続ける

Grow up
グロップ

Management Philosophy9

グ ロ ッ プ の 経 営 理 念

人材ビジネスが基幹事業のグロップの経営理念の一番目が「人が軸」というのはある意味当たり前。

しかし、どんな事業活動でも人（社長、現場責任者、末端の担当者）が

付加価値を生み、その付加価値が信頼という名の売り上げを生み、利益を生む。

生産活動でも営業活動でも人が付加価値を生む。
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例会報告（5/26）

出席報告
　会員数　98名（内出席免除者18名）
　出席者　79名（内出席免除者出席14名）
　出席率　84.04％（前々回訂正後出席率86.46％）
　ビジター　０名

会長挨拶・報告
　先週20日に備前 RC へのメークアップ体験が11名の参加者で行われました。大変学ぶことの多いメーク
アップであったと伺っておりますが，参加された皆様，お世話いただいた藤原出席委員長に感謝申し上げ
ます。
　最近オリンピック出場の話題が多く聞かれるようになりました。先週は岡山シーガルズの吉田，川畑の
両選手に来ていただき，バレーボールについての裏話や色々な情報を教えていただきました。その後，女
子バレーボールは最終予選でアジア１位，全体で３位になりオリンピック出場が決まりましたが，男子は
28日から最終予選が始まります。女子に続いて出場できることを期待しております。
　岡山のプロスポーツは人気が高くなっています。岡山シーガルズ，サッカーのファジアーノ岡山，湯の
郷ベル，いずれも観客動員数は非常に多く，他チームが羨ましがるほどです。岡山の県民性としてあまり
燃えない気質と思っておりましたが，私の勘違いだったようです。人気に合わせてファジアーノも順位を
上げています。どのチームも岡山を代表するチームとして活躍してほしいと思いますし，我々も応援した
いと思います。

幹事報告
１．５月19日（木）６RC 幹事会が開催されましたので、出席してまいりました。
２．今週末、国際大会が行なわれます。
３．東京麹町ロータリークラブの二人の会員さんを顕彰された冊子「想い出草」が届きましたので、ご

覧ください。
４．６月のロータリーレートは、１ドル＝110円です。
５．マイロータリーへの登録をよろしくお願いいたします。
６．他クラブ週報を回覧いたします。

お 食 事
オニオングラタンスープ，ハンバーグス
テーキ デミグラスソース 温野菜添え，
シーザーサラダ，コーヒー

世界人口の推移

世界の将来推計人口
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出典︓総務省統計局「世界の統計2016」より

順位 国（地域） 総数

1 中国 1,376

2 インド 1,311

3 アメリカ合衆国 322

4 インドネシア 258

5 ブラジル 208
6 パキスタン 189
7 ナイジェリア 182
8 バングラデシュ 161
9 ロシア 143
10 メキシコ 127
11 日本 b 127
12 フィリピン 101
13 エチオピア 99
14 ベトナム 93
15 エジプト 92
16 ドイツ 81
17 イラン 79
18 トルコ 79
19 コンゴ⺠主共和国 77
20 タイ 68

順位 国（地域） 総数

1 インド 1,528

2 中国 1,416

3 アメリカ合衆国 356

4 インドネシア 295

5 ナイジェリア 263
6 パキスタン 245
7 ブラジル 229
8 バングラデシュ 186
9 メキシコ 148
10 ロシア 139
11 エチオピア 138
12 フィリピン 124
13 コンゴ⺠主共和国 120
14 エジプト 117
15 日本 b 117
16 ベトナム 105
17 イラン 89
18 トルコ 88
19 タンザニア 83
20 ドイツ 79

人口上位20か国
2015年 2030年

1974年 3月　岡山朝日高校 卒業

1979年 3月　大阪大学工学部 卒業

1979年 4月　㈱東洋熱工業 入社

1981年 4月　福武書店（ベネッセの前身）入社

2013年 4月　 ベネッセコーポレーション 
代表取締役社長 就任

2015年11月　㈱グロップ 監査役 就任

 〜現在に至る

明田　英治様のご略歴



委員会報告
●国際奉仕委員会　横手典明 副委員長
　５月28日（土）〜30日（月）ソウル国際大会に２泊３日で参加してまいります。集合時間は，５月28日（土）
午前８時00分　集合場所は，岡山空港国際線大韓航空カウンターです。ご出席の方はよろしくお願いいた
します。

●社会奉仕委員会　冨山直司 副委員長
　震災復興支援の映画のご案内をさせていただきます。「サンマとカタール　女川とつながる人々」と題し
まして，女川町の復興の軌跡を追った作品です。鑑賞券は1,000円で，全額が東日本大震災と熊本地震の復
興支援に充てられます。日時：６月11日（土）9：00〜　場所：岡山メルパです。時間のある方は是非見に来
てください。

●スマイル●
荒川 明田様，本日はようこそいらっしゃいました。卓話楽しみにしております。
井上（一） 誕生祝い使わせてもらいます。
更井 過日，麻雀同好会“東風の会”の最終例会を池田会員の湯原温泉“菊之湯”で開催しました。

池田会員には大変ご配慮いただき感謝です。同好会の皆様，次年度もよろしく。
西下 麻雀同好会“東風の会”遠征大会にて優勝しました。池田会員お世話になりました。楽し

い麻雀に皆様ご参加下さい。
石井 先日の“東風の会”では，200点差で準優勝しました。翌日のゴルフでは指定席の BB が取

れました。横手会員とはこれからも仲良くしていきたいです。又，池田会員には大変お
世話になりました。所用で例会を早退させていただきます。

舟橋 先週金曜日の「make up ツアー」，藤原出席委員長お疲れ様でした。また週末の麻雀同好
会“東風の会”の合宿，とても楽しませていただきました。池田会員大変お世話になりま
した。三垣同好会幹事お疲れ様でした。

根木 明田さん，ようこそ岡山東ロータリークラブへ。いつもいつも無理なお願いをお聞きい
ただきありがとうございます。

佐藤 結婚祝いをありがとうございました。毎年助かります。
佐々木 麻雀同好会“東風の会”例会翌日の有志で行われたゴルフコンペに優勝してしまいました。

例会には不参加でしたが，メンバーの皆様と楽しい一日を過ごすことができました。感
謝します。

藤原（唯） 先週金曜日「メークアップ体験」を備前ロータリーで行ないました。まるで来賓を迎え
るように駐車場の案内の係から会場までの案内係まで大変な歓迎ぶりで，席も上座でし
た。大変感激しました。また，出席された方，ご苦労さまでした。

諸國 先週末の麻雀同好会の遠征旅行では，三垣 S.A.A. さん，池田会員には大変お世話になり
ました。

貝原 先日，富山県の立山連峰のふもとまで仕事に行ってきました。久々に現場までミシンを
持ち込んでの作業でしたが，最高に気持ち良かったです。

斉藤（良） スマイルに協力。
神田 ①先週の例会は欠席，本日は早退で失礼します。　②備前 RC へのメークアップ体験では

藤原出席委員長，舟橋副会長にお世話になりました。丁度良いタイミングで良い経験が
できました。

横手 ①池田さん，先日はありがとうございました。　②三垣さん，５月21日〜22日お世話にな
りました。　③舟橋さん，５月21日〜22日お世話になりました。

池田 “東風の会”の皆様には，湯原温泉 菊之湯にお越しいただき誠にありがとうございまし

S A A 



就任祝い（アークホテル岡山）（5/26）
　５月26日（木）18時30分より，吉野夏己会員（岡山大学　副学長），大澤俊哉会員（岡山済生会総合病院　副
院長）の就任のお祝いの会が，アークホテル岡山「フローラル」にて会員50名の参加で開催されました。
　荒川会長のお祝いの挨拶から始まり，吉野夏己会員，大澤俊哉会員が，それぞれスライドで改めての
ユーモラスな自己紹介を行い，にぎにぎしいお祝いの会となりました。

6月の月間行事予定  ロータリー親睦活動月間
例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事

２日通常例会

９日例会休会

16日特別例会

23日通常例会
30日通常例会

・お祝い行事
・「2016年規定審議会の報告」鳥居滋 パストガバナー

・例会休会（定款第６条第１節による休会）

・チャーターナイト特別例会（於 アークホテル岡山）

・「未定」
・「退任挨拶」荒川謙三 会長・根木克己 幹事

２日　・理事会
５日　・ 第10回ゴルフ同好会
　　　　（東児が丘マリンヒルズ GC）
７日　・現次プログラム委員長会議
　　　　（アークホテル岡山）
９日　・第３回拡大クラブ奉仕委員会
　　　　（アークホテル岡山）
11日　・第５回地区青少年交換委員会
13日　・県南17RC 現次幹事会
　　　　（ANA クラウンプラザホテル岡山）
18日　・第４回囲碁同好会（アークホテル岡山）
21日　・次年度クラブ奉仕委員会（山留）
23日　・新入会員歓迎会（アークホテル岡山）
30日　・第３回被選クラブ協議会（例会終了後）

6月の月間メニュー

２日通常例会
９日例会休会
16日特別例会
23日通常例会
30日通常例会

・ビーフカレー，サラダ，コーヒー
・例会休会（定款第６条第１節による休会）
・チャーターナイト特別例会（於 アークホテル岡山）
・鰹のタタキ，豚シャブと豆腐のサラダ，漬物，御飯，吸物（ソーメン入り）
・幕の内，吸物

た。今後共よろしくお願い申し上げます。
三垣 ①「メークアップ体験」では，藤原委員長お世話になりました。　②東風の会では，池田

会員に大変お世話になりました。
 17件　84,000円



2016年ロータリー国際大会�in�ソウル（5/28－30）
　５月28日（土）〜30日（月），韓国・ソウルにて2016年ロータリー国際大会が開催され，岡山東 RC からは荒
川会長、鳥居パストガバナー、石井パスト会長、齊藤（博）会長エレクトをはじめ14名で出席してきました。
　今回の国際大会には、RI 第2690地区から約300名のロータリアンが出席（登録は約500名）していたそうで、
前日28日（土）20時30分から SEJONG HOTEL にて RI 第2690地区ナイトが開催され、佐藤地区ガバナー、延
原パストガバナーの挨拶の後、橋本パストガバナーによる乾杯により会が始まり、2690地区から参加した
クラブの紹介があり、約90名が一同に会し、親睦を深めることができました。また、今回の運営に尽力さ
れました地区の国際大会推進委員会幹事の横手会員にお礼が述べられました。有意義な時間はあっという
間に過ぎ、鳥居パストガバナーによる挨拶によって閉会となりました。
　29日（日）10時30分から京畿道高陽市の KINTEX にて，開会本会議（開会式）が開催され、ロータリーの国
際性を感じられる150以上の国・地域の国旗入場や K. R. ラビンドラン会長の歓迎のスピーチが行われるな
ど、２万人を超えるロータリアンが集まった会場に圧倒されました。開会本会議が終わった後、会場内の
レストランにて荒川会長招待の昼食会が行われ、３日間一緒だった秋山ガバナー補佐（岡山後楽園 RC）、岡
山西南 RC 伏見会長、岡山北西 RC 堀川会長も交えて親睦を深めることができました。
　最後に横手会員には大変お世話になりありがとうございました。
　なお来年の国際大会は，2017年６月10日〜14日，米国ジョージア州アトランタにて開催されます。
 ［文章・写真提供：内山淳 親睦活動委員長］

第2690地区ナイトにて 150以上の国・地域の国旗入場の様子

開会本会議の会場（KINTEX）入り口にて

本会議後の昼食会にて 青瓦台にて記念写真


