
・点　鐘　吉島会長

・ソング　我等のなりわい�

・卓　話　吉田行男会員�

【会長報告】

　職業奉仕の観点から長寿企業について調べ

てみました。全国２００万社のうち１％が１００年

以上の会社。飛鳥時代、５７８年からの金剛組（大

阪）が一番古く、次が５８７年の池坊華道会（京都）。

ＴＯＰ１０には旅館業が５社。１０００年、ホテル佐勘

（仙台）。上場企業では松井建設が１５８６年、安土

桃山、秀吉の時代の創業。鹿島、清水は江戸時代。

それらの企業には中身のある家訓や社是があり、

それがノウハウとなって継続しているのでは

ないかと東京商工リサーチでは分析しています。

聖徳太子に百済から呼ばれた宮大工３人のう

ちの１人、金剛さんが事業を継続した金剛組。

基本は四天王寺に宮大工として仕えたそうです。

Ｈ１８年、同族経営が破綻、高松建設が引き継

ぎます。「職家心得之事」は、お寺・お宮の仕事

を一生懸命やれ、大酒は慎め、身分に過ぎた事

はするな、人のためになる事をせよ。ロータリ

ーにとっても内容のある社訓。寺社仏閣の木

造建築だけでなく、コンクリート建築に手を

出したのが倒産の原因だったようです。小崎

会員が委員長の時、会員社訓を本にされ、また、

今年は地区の委員会でも長寿企業についての

冊子を纏めています。是非ご覧頂きたい。

「世代交代」が言われていますが、やはり社訓

等あった方が企業の姿勢が分かりますし、ス

ムーズかと思います。経営者自らの戒め、社員

に方向性を示す意味で価値があると思います。

【幹事報告】

・１１／２０（日）地区大会行きバス飯能駅南口９時。

　直接会場へ行かれる方も連絡お願いします。

　制服着用。１１／３０例会は地区大会振り替え。

�・週報：入間ＲＣ�
◎例会変更のお知らせ�
◇所沢ＲＣ�
・１１／１（火）   ガバナー補佐訪問�
・１１／１５（火） ガバナー公式訪問�
・１１／２２（火）１１／１９～２０地区大会に振替�
・１１／２９（火） 移動例会　セレス所沢�
◇所沢中央ＲＣ�
・１０／３１（月） 振替休会
　 １０／２９～３０市民フェスティバル「焼き団子」出店�
・１１／１４（月） 振替休会  １１／１２（土） 移動例会
　　　　　 会長宅にてピザ・フランスパン作り�
・１１／２１（月）１１／１９～２０地区大会に振替�
◇所沢東ＲＣ�
・１０／２７（木） ガバナー訪問�
・１１／３（木）   休会�
・１１／１７（木）１１／１９地区大会に振替�

【委員会報告】

◎親睦活動委員会　　　　　　　  中里（忠）君

　１９日、夜間例会は４６名のご参加。南口より

バス１７時半出発。よろしくお願いします。

◎社会奉仕委員会　　　　（代行）間邉幹事

　飯能警察署より「年金支給日」の振り込め詐

　欺被害防止キャンペーン（１０／１４、１６時

　飯能駅北口）実施への協力依頼。

◎「飯能路地グルメ」ＰＲ　飯能商工会議所青年部

　市内６６店、食べ歩き・飲み歩き企画。５枚券

　３千円。気合を入れ第１回が大成功するよ

　う頑張っています。（松浦実行委員長）１０／１６、

　１１／１３。１１：３０～２４：００間の各店営業時間

　はマップで確認。１軒当たり３０分。店独自

　の当日のメニューをお楽しみ頂きたい。

【出席報告】無断欠席なし　　　　　  増島君

【Ｍ　　Ｕ】
１０／８（ガバナー）川口君、塩野君、中山君

【結婚・誕生日祝】　　　　中山親睦活動委員
◇入会記念日おめでとう�
　大河原君、神田（敬）君、前島君
◇結婚記念日おめでとう�
　神田（敬）君、山岸君、小谷野君、吉澤君、大附君
　馬場君、平沼君、神田（康）君、山川君、半田君、間邉君
◇会員誕生日おめでとう�
　２藤原君、２１中里（忠）君、２３市川（昭）君、２６塩野君
◇夫人誕生日おめでとう�
　３塩野夫人、６大木夫人、７島田夫人
　１５大河原夫人、２６間邉夫人、２７雨間夫人

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ�
・吉田行男さん、本日は卓話よろしくお願い
　します。有難うございます。
　　  新井君、小谷野君、矢島（高）君、島田君�
・入会記念祝、有難うございます。大河原君、前島君�
・誕生日祝、有難うございます。６１才になり
　ました。　　　　　　  中里（忠）君、藤原君�
・誕生日祝、有難うございます。　　雨間君�
・４５回目の結婚記念日のハズです。  半田君�
・結婚して４３年経過しました。　　  山川君�
・結婚祝のお花、有難うございました。
　 小谷野君、神田（敬）君、間邉君、大附君、神田（康）君�
・妻の誕生日祝、有難うございます。
　　　　大河原君、雨間君、間邉君、島田君�
・早退　　　　　　　　　　大野君、半田君�
本日計７２，０００円、４２０，１１２円。

【卓　　話】
講師紹介　　　　　　小谷野職業奉仕委員長
　地区より原稿依頼「我等のなりわい」。内容は、
長寿企業、過去に困難な状況を克服した企業、
創業者の経営ポリシーの引継ぎと改善に取り
組んでいる企業、職業倫理の遵守に取り組む
／悩んでいる企業。募集要項は事務局まで。

　うちは呉服屋としては１０４年、「吉田屋」の

看板を掲げてからは１４０年程。「中清」さんは

元禄、「観音寺」さんに至っては光仁元年、創業

１２００年余りという会員様もいらっしゃる。

　３０年位前、麻六商店で掛け軸にした「家系図」

を父が彼岸やお盆に飾っていた。「過去帳」で

亡くなった方の生年月日を割り出し、一人一

人繋げていくと興味深い

事も分かってくる。宮本町・

大河原家とは女性５人の

出入り（縁組み）があった。

遡れば慶応４年（明治元年）、

飯能戦争が終わって吉田

家は三社から町場に出て、

高麗横町で旅籠を始める

（明治３年頃）。開いたのは

（伊藤博文と同世代の）次男「増造」。両親と５

人の息子達（長男と姉妹２人は小さい頃亡く

なる）と住み、一番上の「計二郎」が跡を継いだ。

他の兄弟は他所へ出るが、明治３８年、日露戦争

で日本がバルチック艦隊に勝った頃、「計二郎」

が３２才で亡くなってしまう。兄嫁と小さい

子が遺され、どんな相談があったのか、“なおる”

という形で２０才の五男「清三郎（せいざぶろう）」

が兄嫁と結婚して家を存続させた。兄嫁「とせ」

は２８才。おそらく「清三郎」は兄嫁の事が好き

だったのではないかと想像したりもした。

　２番目の“ターニング・ポイント”は明治４０年。

高麗横町の大火で焼け出された際、日本橋の

呉服問屋に婿に出ていた兄の助けと、叔父（め

いわどう前身、新井呉服店）が呉服屋をやめる

というので、番頭等に来て頂き、今の所で呉服

屋を始める。戦争では人が沢山亡くなった。「清

三郎」と「とせ」間には「敏（とし）」という私の父

の兄がおり、我家の“スーパースター”だった。優

しくて人気があり、２８才で亡くなっても語り

継がれていた。父「富雄」が生還し跡を継いだ。

　１０年程前、私の代で火事を出してしまった。

大変な事で、本当に多くの方の助けを頂いて

何とか繋がって行ったという事があった。

　店ではお客様に不快な思いをさせないため

「符丁」（「お茶」は「旭日の用意があります」等）

を今も使う。「呉服札」裏には「いつ、どこから、い

くらで仕入れた」という情報が「符丁」で入っ

ている。戦前は定価を付けず「五玉そろばん」

で交渉した。数字が分からないよう底板をつ

けたと聞く。呉服屋独特の「鯨尺」は二尺が７６

ｃｍ位。長火鉢、柱時計等、古い物はこれから

も大事に使いたい。「おじいさん」の存在が大事。

１０年間でも一緒に居られた事を有難く思う。

　最後に「家訓」を参考までに。

一、商いは三方良しを旨とすべし�…呉服関係

は近江商人が多い。「買い手、売り手、世間」に

良い方向で商いが出来るのがベスト。

一、商いの利は元にあり。工夫努力し専門に

徹すべし…厳選仕入れ、工夫して商品の価値

を高める。専門外は扱わない。

�一、商いは信用第一。入りを量りて出ずるを

制すべし…支払いを美しくすれば信用も付い

てくる。身の丈商い。財産は三分割管理。�

一、商いの大事は人、品、金。情と感謝と整理整頓。�

一、義理人情重きと雖も借金の保証は受諾す

るべからず…「万一」とは必ず起こる事。火盗

用心、有備無憂、商売繁盛に努めなさい。�

　皆様の企業のご繁栄をお祈り致します。
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が３２才で亡くなってしまう。兄嫁と小さい

子が遺され、どんな相談があったのか、“なおる”

という形で２０才の五男「清三郎（せいざぶろう）」

が兄嫁と結婚して家を存続させた。兄嫁「とせ」

は２８才。おそらく「清三郎」は兄嫁の事が好き

だったのではないかと想像したりもした。

　２番目の“ターニング・ポイント”は明治４０年。

高麗横町の大火で焼け出された際、日本橋の

呉服問屋に婿に出ていた兄の助けと、叔父（め

いわどう前身、新井呉服店）が呉服屋をやめる

というので、番頭等に来て頂き、今の所で呉服

屋を始める。戦争では人が沢山亡くなった。「清

三郎」と「とせ」間には「敏（とし）」という私の父

の兄がおり、我家の“スーパースター”だった。優

しくて人気があり、２８才で亡くなっても語り

継がれていた。父「富雄」が生還し跡を継いだ。

　１０年程前、私の代で火事を出してしまった。

大変な事で、本当に多くの方の助けを頂いて

何とか繋がって行ったという事があった。

　店ではお客様に不快な思いをさせないため

「符丁」（「お茶」は「旭日の用意があります」等）

を今も使う。「呉服札」裏には「いつ、どこから、い

くらで仕入れた」という情報が「符丁」で入っ

ている。戦前は定価を付けず「五玉そろばん」

で交渉した。数字が分からないよう底板をつ

けたと聞く。呉服屋独特の「鯨尺」は二尺が７６

ｃｍ位。長火鉢、柱時計等、古い物はこれから

も大事に使いたい。「おじいさん」の存在が大事。

１０年間でも一緒に居られた事を有難く思う。

　最後に「家訓」を参考までに。

一、商いは三方良しを旨とすべし�…呉服関係

は近江商人が多い。「買い手、売り手、世間」に

良い方向で商いが出来るのがベスト。

一、商いの利は元にあり。工夫努力し専門に

徹すべし…厳選仕入れ、工夫して商品の価値

を高める。専門外は扱わない。

�一、商いは信用第一。入りを量りて出ずるを

制すべし…支払いを美しくすれば信用も付い

てくる。身の丈商い。財産は三分割管理。�

一、商いの大事は人、品、金。情と感謝と整理整頓。�

一、義理人情重きと雖も借金の保証は受諾す

るべからず…「万一」とは必ず起こる事。火盗

用心、有備無憂、商売繁盛に努めなさい。�

　皆様の企業のご繁栄をお祈り致します。

カルヤン・バネルジー

立 原 雅 夫

当 番 吉田（健）君、矢島（巌）君

こころの中を見つめよう　博愛を広げるために

職業奉仕月間・米山月間

＋ガンバレ！日本のロータリークラブ～継続できるロータリークラブとは～

吉 島 一 良 間 邉 元 幸

例会場：マロウドイン飯能

晴

※次週の例会案内は省略。

飯能ロータリークラブ会報

飯能ＲＣ 吉田行男会員

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率
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飯能の長寿企業


