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RI会長テーマ Rotary Opens Opportunities：ロータリーは機会の扉を開く…ホルガー・クナーク
盛岡RC会長テーマ 奉仕の輪を拡げ困難を乗り越えよう 米内 正

ゲスト卓話

異彩を、放て。
●スピーカー紹介●
●スピーカー紹介●
株式会社へラルボニー
松田崇弥CEO、松田文登COOの双子の兄弟で設立。社長の崇
弥氏は小山薫堂率いるブランドデザイン事業の「オレンジ・アンド・パー
トナーズ」を、文登氏は株式会社タカヤの営業マンを経て2018年7
月にスタートした。2019年9月には雑誌フォーブスジャパンで世界を変
える「30歳未満の30人の日本人」のソーシャルアントレプレーナー部
門に選出された。2021年1月、本社を盛岡市に移転。

株式会社ヘラルボニー代表取締役副社長

松田文登

様

初は地元のカワトクからスタートました。他に丸

障害のある方の違いを個性として尊重して、そ

井やパルコ、東急百貨店、高島屋や阪急などです。

れを仕事にしています。

そしてインテリアの事業にも取り組んでいます。

私たちは双子の兄弟で会社を設立しました。私
たちの4つ上の兄が自閉症で、「障害を持って大変

盛岡のバスセンター 3階のホテルにも部屋ごとに

だね」と言われたりしたのですが、私たちにとっ

デザインするように提案しています。4月25日か

ては兄は兄でした。

ら盛岡市内にギャラリーをオープンし、本社が盛
岡にあることを全国的にアピールします。

「障害が絵筆に変わる。」障害ゆえのこだわりが
繰り返しの表現になっています。ずっと黒丸を描

全国でハンカチをデザインして販売したり、ベ

き続けたり、字と字をつなげる方もいます。この

アレンビールの販売、アートなサバ（Cava）缶

繰り返しをプロデュースすることができれば、、、、

も今月末からスタートです。パナソニックのオ

と思ったわけです。

フィス、大日本印刷では従業員さんがアートマス

■アートとしてプロデュースすれば、、、

クにするようになりました。イオンさんではエコ
バックも。

私たちの会社は、全国30以上の施設と提携し、

2000点以上の作品のライセンス契約を結んでいま

私自身もゼネコンにいたので、建設現場の仮囲

す。スタッフはあえて「福祉」とは関係のないス

いをアートミュージアムにもして、全国で展開し

キルを持つメンバーを中心にしています。障害者

ています。吉祥寺駅や花巻駅も地元のアーティス

の平均賃金が月額16,118円という現状のなかで

トによるラッピングもすることによって、障害者

「かわいそうだから、買ってあげる」ではなく、
「こ

の方々の理解が進むことが大切なんです。また、

れが欲しいから買う」と言う立場に転換していき

岩手県産のシールも作りました。廃棄されるホヤ

ます。障害のある人たちをアーティストとして社

を商品化してみました。

会に出していきます。きっかけは、福祉施設で障

■これから

ヘラルボニーの存在があることで、障害者の誇

害のある人が作っていた革細工で、何日もかけて
作ったものが道の駅で1000円ぐらいで売られてい

りが高まり、幸せな時間と収入が増え、新しい生

ました。きちんとプロデュースして商品としての

き方の選択肢が増えていきます。色々なところで

クオリティを高め、販売できる環境にしていけば、

繋がり、根本的な人生も変わっていく可能性もあ

アーティストの収入も増え、世の中の目も変わる

るかと思います。「障害」＝「欠落」と言うイメー

かもしれません。

ジを変えていきたいです。

■世界に向けて、でも盛岡を大切に。

偶然ですが、本日（4月16日）19時からクラウ

世界125箇所の海外販売に対応できるようにな

ドファンディングがスタートします。「地方都市

りました。全国6店舗で販売拠点があり、その最

盛岡市に新しいギャラリーをオープンし、障害の
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イメージを変容させる挑戦」に対し300万円を募っ

本日は貴重な機会をいただき、誠にありがとう

ています。

ございました。今後ともぜひ、応援ください！
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「障害」＝「欠落」というイメージを変える必要がある

・ゲスト

例 会 報 告

「へラルボニー」社のコンセプトを副

松田文登様
（㈱ヘラルボニー副社長）

社長の松田文登様にご講演いただき

第27回例会

・会長報告

米内正会長

ました。ありがとうございます。今

令和３年4月16日㈮

・幹事報告

大平騰一幹事

後もご活躍を期待しております。感

場所：ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング

謝を込めてニコニコします。

・委員会報告

◆金沢滋君…日本いや、世界に出て活
12時30分
・司

会

開会点鐘

躍していただきたいへラルボニーの

【ニコニコBOX】

米内正会長

・ロータリーソング
（それでこそロータリー）

◆米内正君…知的障害のあるアーティ

松田さんをご紹介できてニコニコで

ストの作品をファッション性の高い

す。社会に貢献できるビジネス。ま

アイテムにプロダクト化し展開する

さに職業奉仕ですネ‼

プログラムのお知らせ
・４月23日㈮

会員卓話

30日㈮

特別休会

・５月７日㈮

畠山将樹会員「
『ロータリーの友』のすゝめ」

新入会員卓話

三原康展会員

14日㈮

ゲスト卓話

右京昌久様（盛岡いのちの電話 理事長）

21日㈮

新入会員卓話 晴山和泰会員
青少年育成団体支援金贈呈式

28日㈮

新入会員卓話

長沼博会員
●本号編集担当／西舘政美
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