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2012 年 10 月 25 日（木） 第２５５３回例会 天候：晴れ 司会：横山貢副幹事 No. 16
＊＊＊茅ヶ崎ＲＣ会報は当クラブホームページ［http://www.chigasaki-rc.com］からもご覧頂けます

＝本日の例会行事＝
◇歌唱「手に手つないで」

◇長寿会員表彰［長谷川静雄会員］

◇会長挨拶

◇幹事報告

◇卓話 佐々木博君「元気な老舗企業に学ぶ」
◎表彰

＊平成２４年度優良産業人表彰の

長谷川静雄会員に対する地区大会に於ける長寿会員

助成金交付について（依頼）

表彰の記念品授与

・助成金希望額：３３，０００円

◎幹事報告

（1 名につき１，０００円）

◇ＲＩより

◇タウンニュース

＊１１月のロータリーレート １＄＝８０円

◎会報 着 台北西北区・綾瀬

◇ガバナー事務所より

Ｒ俳句（十月十八日）

清水けん一

平井しげる

＊平成２４年度優良産業人等表彰式のご臨席について

石井 作

◇茅ヶ崎商工会議所より

小澤 留峰

映像ＤＶＤ寄贈

角田とし子

◇台北西北区扶輪社より ５２周年チャーター記念式典

水澄みて行く手に神橋ありにけり

頂きますようお願いします

柿たわわ街道筋の大屋敷

※男性会員におかれましては、女性ゲストをエスコートしてご来場

天高し八ヶ岳を右手の甲斐の旅

員増強や会員維持へと繋げて行くことを目的とする

捨て草鞋昨日は雨の秋祭

※広く内外にロータリー クラブを理解して頂き、惹いては会

赤蜻蛉水をかすめて呑み来る

際親善奨学生） タイトル：「宇宙・人・夢をつなぐ」

渋皮をむいて栗飯出来上がり

基調講演・・・山崎直子氏（元ＪＡＸＡ宇宙飛行士・Ｒ国

香煙舞ふ台風逸れし龍山寺

ル ・会費・・・会員：５，０００円 ゲスト：３，０００円

山姥の髪の如くに乱れ萩

・１１／２８(水) １１：３０～１５：３０ ・鎌倉パークホテ

朝夕の小雨に秋の深みけり

＊第２７８０地区 第二回「輝く女性の集い」の案内

長寿会員表彰の長谷川静雄会員

酔芙蓉午後の睡魔に染まりゆく

＊地区大会参加への礼状

（依頼） ・１１／１６ (金) １１：００～１２：００ ・茅ヶ崎商
工会議所 ４階会議室 ・被表彰者：３３名

10 月 18 日に開催された俳句同好会句会に於ける作品のご紹介です

◎出席報告

梅田弘人会員

日時

回

現会員

計算会員

出席
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修正出席率

８３．３３％

隆会員

業が３位。また、老舗企業の多い都道府県は、１位が京都、２

伊藤留治君 佐々木さん、スピーチ楽しみにしてます。

位が山形、３位が島根です。ちなみに、卓話の依頼をされまし

◎スマイル報告

和田幸男君

稲毛

佐々木さん、卓話よろしくお願いします。

地区大会出席の皆さん、お疲れ様でした。
平井

茂君

た出口さんのガソリンスタンドは第８位です。
世界でも類を見ないほど老舗企業の多い日本ですが、創業
200 年以上が 938 社、300 年以上が 435 社あります。その中で

佐々木さん、卓話ご苦労様です。

も世界最古の企業と言われます「金剛組」は 578 年に聖徳太子

出口敬純君

佐々木さん、卓話よろしくお願いします。

が百済から招いた３人の工匠のうちの１人、金剛重光が四天王

加茂正司君

佐々木博さんの卓話を拝聴します。楽しみ

寺を建立するために作ったと言われています。戦前までは寺
社・仏閣を中心に手掛けていましたが、戦後はそういった仕事

です。
加藤

が減り、一般の建築・工事の仕事も請け負うようになりました。

寛君 佐々木さん、卓話楽しみです。

河本啓伸君

1999 年には 130 億円の売り上げがありましたが、バブル崩壊の

佐々木さん、卓話楽しみにしています。本

影響などもありまして、2004 年には 58 億円にまで落ち、経営

日のお話を聞いて、弊社の社是を変更する予定です。よ

危機になったそうです。それを中堅ゼネコンの高松建設が支援

ろしくお願いします。

して、新会社を設立し、宮大工を全員転籍することで 1,400 年

大森久巳男君

佐々木様、卓話楽しみです。宜しくお願

いします。
下里洋一君

余りの歴史と伝統技術は継承されることになりました。世界最
古の企業ということがなければ、こうした支援の手は差し伸べ
られることもなかったのではないかとも思います。

久しぶりの例会です。

身近なところで、ロータリー会員の皆さんの中では、伊藤さ

斉藤信夫君 佐々木さん、卓話楽しみです。

んのカギサンさんが 1869 年、明治２年の創業で 143 年。田中

佐々木博君

商工会議所会頭の日本精麦さんが 1895 年、明治 28 年の創業で

つたない卓話ですが、よろしくお願い致し

ます。

117 年ということです。私が思う企業が長続きする要因は、１
つには「守るべきものを頑なに守る」ということです。これは

梅田弘人君 佐々木さん、卓話楽しみにしています。

社訓・家訓・社是といったもので、それを大切に守ってきたと

稲毛

いうことです。伝統に捉われることなく、自ら変化してゆこう

隆君

佐々木さん、卓話大変ですが、頑張って下

さい。

という意志で事業運営することで、継続できるのでしょう。社

［本日 13 件、15,000 円です］

訓・社是といったものは、現在の会社の立ち位置を確認すると
いった役割もあるのかと思います。

卓話「老舗企業に学ぶ」
佐々木博君
＝卓話者プロフィール＝
ささきひろし
1962 年 1 月 4 日生まれ 信用金庫
湘南信用金庫茅ヶ崎営業部営業部長
2011 年入会 現年度：スマイル委員
現在、湘南信金は創業 88 年で、今はなかなか厳しい時期です

私が読んだ本に出ていたので、社訓の例としてお伝えします。
それは「カ・キ・ク・ケ・コ」で表されます。
◆カ・・・感謝

お客様や自然の恵みに感謝する気持ち。取引

先全てに感謝を持って商いする。近江商人の「売り手よし、買
い手よし、世間よし」の三方よし、win-win の精神ですね。
◆キ・・・勤勉

これは今で言うコンプライアンスですね。正

直でまっとうな商売を心掛け、地道に努力すれば必ず報われる。
◆ク・・・工夫

工夫を加えて、常に改良を続ける。守るべき

ので、90 周年は何もやらない。百年に向けて頑張っていこうと

ことを確実に守りながら、時代に応じて、変えるべきところは

いう姿勢になっています。やはり百年というのは大きな節目で、

自ら柔軟に変える。私の中ではこれが一番なのではないかと思

それを超えると「老舗」と呼べるのかなぁと思います。

っています。

帝国データバンクによりますと、登録されている企業数は約

◆ケ・・・倹約

無理・無駄を省いて合理化を図る。

139 万社。実際には 500 万社ほどあるかと思いますが、その平均

◆コ・・・貢献

ある清酒製造業の社訓は「我が社の経営目的

年齢は 40 年ほどとのことです。1990 年年代の調査によります

は社会的存在価値を高めることである」です。地域社会との共

と、企業の寿命は 30 年と言われていました。これは、企業が途

存が企業が長く続く１つの要因でもあります。

絶える大きな要因である戦争が 60 年以上なかったということが

あと 12 年で我々の金庫も創業百年となります。気持ちよく百

大きいと思われます。日本には戦争・災害を乗り越えてきた企業

年を迎えるべく、エンジンを駆け続けたいと思っています。そ

がたくさんありますので、そうした「老舗」企業についてお話し

して、百年を迎えられた暁には、今いるこのメンバーの皆さん

たいと思います。
日本には創設百年を超える会社は約 25,000 社、業種別で言い
ますと、清酒製造業が１位、清酒小売業が２位、旅館・ホテル

の前で、是非また卓話をやらせてもらえれば、と願っています。
12 年なんてあっと言う間です。その日に向けて、ロータリーの
活動と仕事を頑張っていきたいと思います。

