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外部卓話 SPEECH
「Ｓ ＮＳ（ソーシャル・ネット
ワークサービス）の可能性」
株式会社木楽館 代表取締役
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私は平の材木町にある家具店の三
代目です。実店舗の他、オンライン
ショッピングを８店舗、運営してい
ます。そのほか、商業施設のデザイ
ンやインテリアコーディネートも
行っています。ホームページも開設
し、全国に販売しています。
ところで、皆さんはインターネッ
トとつながっていますか。ネットは世界中につながっ
ていますが、日本は約１億人がつながり、普及率は約
80％、世界第３位です。
皆さんはインターネットを活用していますか。メー
ルはよく使われています。デバイスといいますが、Ｐ
Ｃ、ガラケー（ガラパゴス携帯電話の略。日本の一般
的な携帯電話）
、スマホ、タブレットなどがあります。
また、インターネットで買い物をしたことがあります
か。アマゾンとか、ヤフー市場とか、楽天市場があり
ます。楽天市場の流通額は１兆 2500 億円ぐらいになっ
ています。５年以内には５兆円を狙うという話です。
どんなデバイスが使われているかといいますと、６
割がガラケー、３割がスマホとなっています。スマホ
の性能がアップし、ＳＮＳは飛躍的に伸びています。
簡単に世界中の情報が入り、人と人のコミュニケー
ションが取れるようになりました。インターネットが
普及し、そして非常に使いやすい端末が登場し、さら
にフェイスブックやツイッターなどのアプリケーショ
ンが登場し、これらの３つが相乗効果となり、ＳＮＳ
の加入者が増えています。その加入者は、世界では 11
億２千万人で、福島県は 12 万５千人です。県民 15 人
に１人の割合でフェイスブックを使っています。いわ
き市は昨年７月に 2140 人でしたが、今日（７月 18 日）
調べたところ、２万４千人に増えました。
ソーシャルネットワークは、インターネットを使っ
て人と人とが交流する所、ソーシャルメディアであり
ます。日本でもこのメディアの風が吹いていまして、
日本のフェイスブックのユーザ－数は約 1750 万人で、
７人に１人はフェイスブックを使っているということ
です。
メディアには３つあり、①パーソナルメディア（口
コミなど）②マスメディア（テレビ、ラジオ、新聞、
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チラシなど）③ソーシャルメディア（インターネット
でオンラインで情報交換）－です。ソーシャルメディ
アの一つの大きな可能性は、今の情報を無料で伝えら
れるということです。例えば、レストランのオーナー
が今日出したいランチメニューを、今、市民にどう伝
えるのか、という場合です。
「今を伝えられる」とい
うことです。中古車会社であれば、今の車の入庫状況
もあります。
情報を伝える場合、どういう方法で伝えられるかと
いうことであります。６人を介すると、世界中のみん
なが友達になるということです。これまでのメディア
では、相手の先にいる人には情報を伝えることができ
ないということです。ソーシャルメディアでは、私の
友達の先にいる友達が、いつの間にか、私の情報を見
ていることになります。すごい早い段階で友達をつく
ることができます。一番大切なのは、最初の友達を承
認することです。
つまり、今の情報を伝えられること、友達の友達に
伝えられる、そして、友達の友達から情報を得られる、
ということです。また、パーソナルブランディング、
例えば、雑誌などで会社を紹介する場合、自分のこと
を出せますが、それは、読者が見るか見ないか、一回
限りです。ソーシャルメディアは毎日、友達を介して、
趣味やライフスタイル、世界観、社会貢献の取り組み
などを、いろんな人に伝えることができます。
小名浜の海鮮レストランさすいちさんは、津波の被
害を受け、解体しましたが、レストランをもう一度、
立ち上げるということで、レストランが建つまで、フェ
イスブックで案内していくことになりました。いわき
ソーシャルメディア交流会がバックアップしていま
す。基礎工事や、建築確認、内装などのそれぞれの段
階で情報を提供しています。これに対して、いわき市
の方がコメントを寄せてくれています。コミュニケー
ションを取りながらやっています。その結果、恵方巻
きの注文が増えたということもあります。プレオープ
ンの食事会の参加者を募集したところ、一週間もかか
らずに、集まりました。
「デジタルの世界なので、俺には関係ない」という
方がいらっしゃるかと思います。デジタルでつながる
のは、友達の友達は友達といいましたが、友達になる
ところまでで、後は人と人とが握手をして、あいさつ
をして、親睦を深めることが大切です。そこで一回、
確認して、またデジタルに戻っていきます。
「成り済まし」という問題があります。企業に対し
てもあります。フェイスブックをやっても、やらなく
てもいいのですが、やらないリスクも知っておくこと
が必要です。
先 ほ ど も 申 し 上 げ ま し た が、 い わ き 市 内 に は
２万４千人のフェイスブック人口がいます。これを有
効に活用しない手はないと考えています。いわきソー
シャルメディア交流会の名刺交換会を開いています。
木楽館では、月２回、勉強会のソーシャルカフェを開
いています。

「ロータリーを実践し
みんなに豊かな人生を」
Engage Rotary, Change Lives

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」
◆司会：松村幹事
〔点鐘・ロータリーソング（我らの生業）
・
四つのテスト（阿部弘行会員）〕

⃝いわき平東ＲＣより会報が届きました。
⃝第 33 回ライラ研修会報告書が届きました。

阿部弘行会員

委 員 会 報 告

◆来賓・来訪ロータリアンの紹介
⃝木楽館代表取締役

鈴木聖洋様

◆ 出席委員会（松村幹事）

⃝新入会員・片平正夫さんの紹介と、七つ道具の贈呈
片平さんは昭和 35 年生まれ、53 歳です。７月か
らいわきに赴任され、前任は宇都宮支店長でした。
家族は奥さまと、お子さまが男子２人です。趣味は
旅行と読書です。
所属委員会は親睦活動委員会です。
今年度、観梅例会を予定していますので、水戸に本
拠地のある水戸証券の薄井支店長と、片平支店長に
お世話になりますので、よろしくお願いします。一
言メッセージは「２年ぶり
のロータリアン復帰です。
よろしくお願いします」と
いうことです。
片平さんあいさつ
本籍地は福島市ですが、高校は野球の古豪の竜ヶ
崎一高で、青山学院大学に入り、昭和 59 年に常陽
銀行に入行しました。茨城県守谷市を家を構え、単
身赴任７年目です。
２年前、茨城県日立市の久慈浜支店長を務めてい
た時に、ロータリークラブに入っていました。この
支店で、津波の被害に遭い、復興に苦労しました。
よろしくお願い申し上げます。
★ 誕生祝
関口武司さん
（７月７日）

ハッピーバースデーソング斉唱

◆会長挨拶ならびに報告
本日も多数のご出席、ありがとう
ございます。今年のゴルフの取り切
り杯が出来上がりましたので、お渡
しします。今日から正式に常陽銀行
平支店・支店長の片平正夫さんが入
会します。先週、ロータリーの友に
ついて、清水会員が紹介されましたが、
「創立 60 年
を迎えて」という題で、佐々木芳弘会員の投稿が掲
載されています。いわき平ロータリークラブの創立
当時から、今までのことや、これからについて、分
かりやすく、素晴らしい文章が掲載されています。
「故きを温ねて新しきを知る」という言葉があり、こ
れからのいわき平ロータリークラブがどうあるべき
かを考えさせられる文章だったと感じております。
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例会日

基本会員数

出席者

メーキャップ数

７月 18 日

51 名

25 名

―

◆ ロータリー財団委員会（山野辺倉平委員長）

伊藤盛敏さん、阿部弘行さん、森雄治さん、有賀
行秀さん、松崎浩さん、大久保健蔵さん。以上６件

◆ 米山記念奨学金委員会（飯野光世委員長）
飯野光世さん、志賀弘昌さん、大久保健蔵さん、
有賀行秀さん、松崎浩さん、阿部弘行さん、森雄治
さん、伊藤盛敏さん。以上８件

◆スマイルボックス委員会（関口武司委員長）
♥森雄治さん（鈴木聖洋様卓話よろしくお願いしま
す）♥松村耕三さん（年間 100％出席賞ありがとう
ございます）♥飯野光世さん（本日八幡宮文化財震
災復旧工事の竣工検査無事終りました）♥阿部弘行
さん（来週の納涼例会よろしくお願いします）♥根
本義男さん（一年間会長・幹事御苦労様でした。60
周年記念御苦労様でした）♥佐々木芳弘さん（早退
します。申し訳ありません）♥坂本佳友さん（外部
卓話鈴木聖洋さん楽しみにしております）♥関口武
司さん（誕生祝、年間 100％出席賞ありがとうござ
います）♥大久保健蔵さん（年間 100％出席賞あり
がとうございます。７月 16 日に初孫が生まれまし
た）♥山﨑慶一さん（年間 100％出席記念品ありが
とうございます。片平さんの新入会を歓迎して）♥
吉田義尚さん（年間 100％出席賞サンキュー）♥松
崎浩さん（年間出席賞ありがとうございます）♥新
田俊彦さん（年間皆出席賞ありがとうございます）
♥伊藤盛敏さん（年間皆出席賞ありがとうございま
す）♥酒井睦雄さん（年間 100％出席賞有難うござ
います）♥山野辺倉平さん（100％出席賞ありがと
うございます）以上、16 件
★本日の例会案内 ７月25日（木）PM18：30～
納涼例会・夜間例会
小名浜カントリー倶楽部
★次回の例会案内 ８月１日（木）PM12：30～
新人卓話
お食事メニュー＝国産鰻重

三瓶和秀

安田信二

