（2018 年）平成 30 年 11 月 27 日 No 20 2018～2019 年度（第 3269 回会報）
会員数 105 名 出席者数 64 名 出席率 64.6％ 前回修正率 49.4％
MU 会員 渡邊肇会員（新潟ロータリークラブ）
ビジター紹介（親睦活動委員会 明賀一博委員長）

坂巻博志様（ゲストスピーカー）今井悠太様（文星芸術大学附属高等学校 次年度交換留学生）
会長挨拶（岡﨑善胤会長）

例会にお集まり頂き有り難うございます。今朝、車の中で震度４の地震情報を知りました。東日本大震
災の時は長崎におりまして、宇都宮震度 6 強の体験をしておりません。
昨日の新聞記事に、11 月 11 日真岡ロータリークラブ 60 周年記念式典の記事が掲載されていました。
返済必要の無い奨学金をスタートさせたという事です。これから当クラブの様々な事業に皆様のご協力
をお願い申し上げます。
幹事報告（熊本勇治幹事）

本日例会後、パスト会長会議を開催致します。そして来週 12 月 4 日第 1 例会、総会を開催致しますの
で出席を宜しくお願い致します。
本日、来年度の青少年交換学生今井さんが見えております。一言お願い致します。
今井悠太様

本日、この様な機会を設けて頂きまして有り難うございます。青少年交換学生プログラムへのご理解
ご協力に心から感謝申し上げます。フランスへ派遣されることが決まって 2 ヶ月
が過ぎました。期待と不安が多々あります。今、フランス語会話教室に通って勉強
しています。フランスへ行って成し遂げたいことが 3 つあります。色んな人と積極
的に会話をしたいと思います。異なる文化や習慣を学びたいと思います。将来的に
は、国際問題・難民・貧しい人や病気等の国際問題に関わる仕事に就きたいと思い
ます。今後もﾛｰﾀﾘｰの活動に積極的に取り組んでいきます。宜しくお願いします。
ライラ報告（矢嶋昭司ロータリー財団副委員長）

一昨日、ライラに参加させて頂きました。実は 27 年前、ライラ委員長を仰せつかっていました時 2 泊
3 日のライラセミナーに参加したことがあります。非常に刺激的なプログラムで、若い人から元気を頂い
た記憶があります。ロータリークラブは「若い人達を指導するノウハウを持っているな！」と今回もつく
づく感じました。来年から、毎年数名参加させたいと思いました。
「ブラック企業をいかにして解消出来
るか？」という寸劇をみて、それぞれのグループが夜遅くまで考え、そして発表をしていました。我々、
聞いている経営者サイドも身につまされる思いがしました。若い人達が自分で考えて、いかにグループ
の力を発揮できるか身をもって体験できた大変意味のあるセミナーだったのではと感じました。ライラ
セミナーは青少年育成に非常によいチャンスと思いますので、30 歳未満の若い方に参加して頂いたらと
思います。

親睦活動委員会（明賀一博委員長）

クリスマス例会のご案内をさせて頂きます。12 月 11 日、18 時から夜間例会・クリスマス例会を行い
ます。締め切りが 12 月 3 日となっておりますので、1 人でも多くの方のご参加をお願い申しあげます。
ニコニコボックス委員会（重信猛雄委員）

誕生祝：青木直樹会員
結婚祝：田﨑秀穂会員
プログラム紹介（プログラム委員会

辻博明副委員長）

本日の例会卓話は「
（株）エイジェック事業と（株）栃木県民球団の紹介」です。坂巻博志様にお越し
頂きました。坂巻様は、栃木県のご出身です。（株）栃木県民球団の球団統括本部 本部長をされていま
す。
（株）エイジェック栃木地域事業本部スポーツ事業部アカデミー事業部長をされています。それでは、
宜しくお願い致します。
卓話「
（株）エイジェック事業と（株）栃木県民球団の紹介」

坂巻博志様

（株）栃木県民球団の球団統括本部 本部長
（株）エイジェック栃木地域事業本部スポーツ事業部アカデミー事業部長

皆さま、こんにちは。この様な会にお招きを頂きまして、岡﨑会長又会員の皆様 誠に有り難うござい
ます。私は 51 歳です。本来この様な場でお話をする事は烏滸がましいと思いま
したが、我々エイジェック・栃木球団を PR させて頂き、交流又皆様のご支援を
賜り頂けますよう説明をさせて頂きます。
昨年から、下野新聞様又他から（株）エイジェックという名前が出、「どの様
な会社か？」と思われている方が多いかと思います。現在本社は、東京都新宿区
西新宿 新宿センタービル 46 階にあります。代表取締役社長は、古後昌彦です。古後の出身地は、茨城
県筑西市です。私と同じ栃木の高校で野球をしておりました。会社の資本金は 1 千万円。企業内容は、
労働者派遣事業です。2001 年 9 月 26 日に（株）エイジェックを立ち上げました。18 年になりますが、
創業当初からの歩みをご紹介致します。この年 9 月 11 日、アメリカ同時多発テロ事件が起きました。10
名で会社を立ち上げました。2003 年社員 1789 人を抱え、北京に事務所を構えました。が撤退し、2007
年エイジェックロシアとして、ロシアに進出しました。ロシアは景気がよく、日本企業が約 400 から 500
社位進出しております。当時未だ日本企業 50 社位の時に、当社はロシアに進出しました。2005 年の売
上げ 100 億円、2006 年 200 億円に達しました。派遣業を展開していく中、警備事業・建築設計等の展開
を図りました。2010 年の段階では、176 億円と売上げを下げました。それは、2008 年から 2009 年にか
けてリーマンショックがあり、我々も非常に厳しい環境下におかれていました。この時、2000 名の仲間
と別れる事になりました。今この 2000 名の仲間に戻ってきてほしいと、色んなアプローチをしていま
す。非常に厳しい中、何とか乗り切ってきております。この頃からエイジェックという名が広がりまし
て、M&A を教育事業として人材育成をより高めていきたいと思っております。この時 11 社の法人をか
かえていました。2010 年～2013 年、リーマンショックを乗り越え 200 億円の売上げ、社員 6730 名、法
人 14 社で事業を進めております。2012 年能力開発で教育にも力を入れ、お客様のニーズに合った作業
能力のスキルをお客様に提供し、売上げも上げております。2013 年~2016 年 15 期、この頃から急激に
売上げを伸ばし 530 億円の売上げ、社員数も 14 万人を超えました。横山造園さんの事業と M&A をさせ
て頂き、現在北海道札幌にある横山造園さんで「胡蝶蘭」を生産し、新しい事業を展開しております。都
市環境整備も今迄設計等に人材を投入していましたが、施工管理を含め現場の仕事も取り入れながら事

業を進めている次第です。2016 年、我々の前身栃木県民球団のスポーツ総合マネージメント事業を立ち
上げました。この頃からスポーツ選手にはセカンドキャリアという色んなニーズがあり、それを事業に
取り入れました。2016 年 11 月栃木県宇都宮市で（株）栃木県民球団を立ち上げ、栃木ゴールデンブレ
ーブスという名で興業させて頂いております。私自身は 2017 年からこの会社に携わっております。以前
は別会社におりました。古後昌彦が、約 16000 人の仲間と立ち上げてきました。私は 3 番目として入っ
たかと思います。2018 年 9 月決算は、677 億円の売上げを計上させて頂いております。エイジェックは、
この様な事業展開をしております。
現在（株）ライツ・ツアー・サポートといいまして、スポーツマネージメントの会社を営業させて頂い
ております。2018 年 10 月新年度に入りまして、創業 105 年の宇都宮種苗さんに当グループに入って頂
き、経営をさせて頂いておりま。その他、スポーツ医療としまして（株）ヘルスケアパートナーズといい
まして、健康診断代行業等病院の代行として展開をしております。スポーツ医療にも力を入れたいと事
業を立ち上げたところです。現在法人数が 34 になりました。日本全国各県最低１ｹ所以上、97 地点にあ
ります。この様な事業を展開している会社です。私が所属しているのは、スポーツ事業です。事業体とし
ましては、建設・銘菓の製造さんへの派遣、事務・教育・医療等のカテゴリーに分けております。栃木県
民球団では、プロで活躍された選手達をセカンドキャリアとして登録しております。現在我々のグルー
プ（株）ライツ・ツアー・サポートでは人材を確保し全国に移動しますが、それをサポートという形でマ
ネージメントをしております。栃木ゴールデンブレーブスでは、チアｰダンスアカデミー事業・トレーナ
ーを現在立ち上げております。又影像を輩出するメディアの企業家を立ち上げております。施設をレン
タルし、異業種として廃校した小学校を行政から借りプールで養殖事業をしております。又食育の一環
として農業飼料の展開も考えております。又、栃木ゴールデンブレーブスに所属していた吉田えり選手
が、女子公式野球の監督として活躍をしております。エイジェックとして事業化を進めておりますので、
ご協力ご支援を頂けましたら有りがたいと思います。2016 年 11 月 1 日、
（株）栃木県民球団が設立し、
2 シーズンが終了しました。代表取締役社長は、江部達也です。企業理念は、未来を担う子供達の為に夢
と感動を与える文化を作り活動をしていく・地域社会に行かされる人間形成を作っていく事を掲げ事業
を進めています。2018 年のご報告です。ゴールデンブレーブスの勝率は 3 割 8 分です。一昨年は 6 位、
昨年は 5 位、今年は 3 位です。2019 年は夢と希望を与えられるよう頑張って参ります。総来場者数未だ
2 年間ですが、2017 年約 3 万人、2018 年 5 万人のお客様にご来場頂いております。スポンサー様は、
2017 年 50 社様、2018 年 125 社様にご支援を頂きました。ファンクラブ初年度 344 人、今年度は 1000
人を超えました。１試合平均 1400 人のお客様にご来場頂いております。今年 9 月 9 日 6025 人の方の来
場を頂きました。主な所属選手です。村田選手・飯原選手・八木選手・中村選手・坂田選手、地元選手と
して、尾崎選手・秋山選手等です。そして広報活動として、地元下野新聞様・マスメディア様にお世話に
なりながら活動をしております。今年度よりインターネットで、ある会社を通じてライブ配信をしてお
ります。5 月のジャイアンズ戦は、55 万人の視聴がありました。広報活動は未だ未だ行き届いておりま
せんが、野球教室・献血・赤い羽根募金活動・地域の稲刈り・田植え等選手達と一緒に活動をしていきま
す。トピックスです。栃木ゴールデンブレックスからヤクルトスワローズに内山選手の移籍が決まりま
した。来シーズンから、ブラット選手・清水選手が読売ジャイアンズの打撃コーチとして就任します。
以上をもちまして簡単ではございますが終了させて頂きます。来シーズンも皆様のご支援ご協力を頂
きますよう、努力して参る所存です。御清聴を有り難うございました。
【11 月卓話予定】
11 月 27 日（火）
（株）エイジェック事業と（株）栃木県民球団のご紹介
坂巻博志様

（株）エイジェック栃木地域事業本部 事業部長

（株）栃木県民球団 球団統括本部長
＝今日の食事
豚ロース肉の生姜焼き
小鉢
ごはん 味噌汁 香の物
コーヒー
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