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１０月３日

第3639回例会

ゲ スト 卓 話・会 員 卓 話

◦ロータリーソング◦
ソングリーダー
川辺 哲君

◦ゲ ス ト 紹 介◦
・国際ロータリー第２６２０地区
静岡第３グループ

ガバナー補佐

杉浦英昭（すぎうらひであき）様

・国際ロータリー第２６２０地区
静岡第３グループ ガバナー補佐事務局長
佐藤昇（さとうのぼる）様
・ジョセリン ネオ・ワンティンさん
◦会

長

挨

拶◦

会長 望月 啓行君
杉浦ガバナー補佐、佐藤様、本日はよろしくお
願いします。それでは皆さん改めまして、
「元

気ですか！？元気があれば何でもできる、元気

なビジョン、そしてやはり長寿企業なので長期

があればロータリーもできる」という事でアン

的な視野、人材力、顧客との信頼関係、あとは

トニオ猪木さんの追悼をまずさせていただきた

地域密着型という項目が挙げられています。長

いと思います。今日の卓話は静岡ロータリーの

期取り組みができる、信頼関係がある、そして

歴史を、牧田パストガバナーからお聞きしま

地域の人々と助け合いながら経営するというこ

す。皆さん静岡ロータリーの事を話すときにい

とです。それでは企業を長寿にする経営は？と

つも
「伝統と格式」
を付けます。静岡ロータリー

いうことでは、海外企業は「利益重視」
、日本

は長い歴史があり、僕も８８年目の会長です。

の企業は「存続継続を重視」するということが

今日の挨拶はこの「長い歴史」というキーワー

ポイントと言われます。また
「人のつながり」
「事

ドで話をさせて頂きたいと思います。私の会社

業を育てること」を日本人は好む、これらも原

も１４７年目の歴史のある会社ですが日本には

因とされます。これらを今のビジネス用語で言

長寿会社が多くあり、世界で一番です。それで

い換えると、
「サステナビリティ経営」
「ステー

はなぜ長寿企業がたくさんあるのか？そして企

クスホルダー重視」
、そして事業「深化」の経

業を長寿にする経営について、また長寿企業の

営と言い換えられると思います。これらを日本

メリットとデメリットについて見ていきたいと

の老舗企業は昔からやっているという事だと思

思います。最近は、研究グループもたくさんあ

います。サステナビリティ経営には、
ＣＳＲ
（Ｃ

ります。長寿企業は日本には３３，
０００社以

ｏｒｐｏｒａｔｅ Ｓｏｃｉａｌ Ｒｅｓｐｏｎ

上、そして二番は若い国ですがアメリカ、歴史

ｓｉｂｉｌｉｔｙ）とＣＳＶ（Ｃｒｅａｔｉｎ

のあるヨーロッパやイギリスより多いです。売

ｇ Ｓｈａｒｅｄ Ｖａｌｕｅ）が大事であると

上は１０億未満で８０％、大企業も長い会社が

よく言われます。これは、ロータリーの職業奉

多いですが、中小企業も１００年以上ながく頑

仕にも繋がると思います。さて最後に「長寿企

張っている会社が多くあります。静岡県ですが、

業はメリットが多いのか、デメリットが多いの

１００年以上の企業は１１７６社で全国七位。

か？」という事ですが、歴史が長いだけで「価

そして、業種を見ると江戸時代・明治時代は製

値」があるのかどうか、もちろん信頼とかはあ

茶業の創業が一番多いです。会員でもヘリヤ商

りますが、かえって長寿ならではの「弱さ」も

会の谷本さんもいますが、やはり静岡県では製

あると思います。今ビジネスでは「深化」と「探

茶業が古くから非常に頑張っています。静岡で

索」両利きの経営とよく言われますが、長寿企

最も古い会社は「丁子屋」さんで１５９６年か

業は「深化」に対してはノウハウがある、既存

ら飲食業をやっているということです。現在の

の事業を深めていき、絶え間ない改善を重視、

長寿企業の分類では、やはり製茶業が多く次に

企業の
「絶対的な強み」
の明確化し、
価値の整理・

土木業が続くということです。売上規模は、静

再定義・方向性の多様性させ、コア技術（強み）

岡でも８２％が１０億以下の企業となっていま

を生かした新商品開発をしていくこと。これは

す。それではなぜ歴史ある企業が日本に多いの

得意だと思います。しかし、長寿企業は「探索」

か？共通項が指摘されており、経営理念、明白

が比較的弱いのではないでしょうか？新しい事

業を開拓する、実験と行動を通した学習を重視
し、イノベーション・新しい価値の創出してい
くこと、アジャイル的アプローチも弱いのでは

◦委 員 会 報 告◦
雑誌委員会 粉川 翔太朗君

ということです。
「深化」では特出しているの

１０月の「ロータリーの友」

で、あとは「探索」でしっかり成果を出せれば、

の紹介、創刊７０周年特別企

日本の長寿企業は、弱みをカバーして、まだま

画 俳句投稿が可能ですので

だ強くなると考えます。さて、私はときどきイ

該当ページのＱＲコードをご

ンタビューで「長寿企業として歴史から何を学

覧ください。

ぶか？」と聞かれます。難しい質問ですが、歴
史の確認は「原点に戻る」事、先輩たちが作っ

ロータリー財団委員 滝上 恵美子君

てきた道筋の今の位置を確認する事。そして考

１０月２４日 例会後ポリオ

えるべきは、そこから「未来」を考える事。次

根絶募金活動 １４時より

の世代のために、何を変え何を残すのか、それ

東急スクエアにて ご参加く

を考えるのが歴史を学ぶことだと思っておりま

ださい。

す。今日は後ほど牧田パストガバナーから「静
岡ロータリーの歴史」の話を聞かせていただき

地区大会実行委員会 寺戸 常剛君

ます。もうすぐ９０周年もありますので、皆さ

あと１か月で地区大会となり

んもう一度私たちのクラブの歴史を勉強して、

ました。１１月５日・６日当

未来を考えて行ければと思います。以上で挨拶

日の出欠表がポケットにある

といたします。ありがとうございました。

ので提出をお願いします。
◦幹

事

報

告◦

来週は休例会 １０月１７日（月）が次回の例
会となります。
◦お め で と う◦
【誕生祝い】
●月●●日 松崎 至宏さん
●月●●日 古谷 治正さん
●月●●日 山本 芳司さん
●月●●日 水上 房吉さん
●月●●日 平城 隆司さん
●月●●日 歌川 鉄夫さん

【結婚記念日】

満席テーブル

●月●●日 番匠 俊行さん・美知代さん

堀池さんテーブル

●月●●日 近藤 哲也さん・由美子さん
◦出

●月●●日 淺原 諒蔵さん・敦子さん
●月●●日 坂上 康さん・朋子さん
◦ス

マ

イ

ル◦

水上 房吉さん
誕生日のお祝いありがとうございます。●●の

席

例会日

全会員数

10/3

109 名

報

告◦
出 席
会員数

暫 定
出席率

66 名
現地 64 名
Zoom 2名

61%

欠席した方は年度内にメイクアップしましょう！

力で、今年はバクチ儲かりますように。

なお、国際ロータリー理事会の決定事項に則り、それに

山本 芳司さん

変更が無い場合は全会員出席扱いとします。

誕生日のお祝いありがとうございます。
◦ゲ ス ト 卓 話◦

平松 岳人さん
先週９月２６日の夜間例会で皆様から停電対応

静岡第３グループ ガバナー補佐

に関して温かいお言葉をいただきました。大変

杉浦 英昭 様

励みになります。ありがとうございました。

今年度のＲＩ及び淺原ガバ

松本 博士さん

ナーの方針「絆を深めるロー

誕生祝を戴きありがとうございました。明日●

タリー活動の再開」の説明が

●月●日で●●歳になります。三遊亭円楽、ア

ありました。

ントニオ猪木と最近有名人が亡くなりました。
◦会

だんだん知っている名前の有名人がいなくなり
ます。そして先週行われた観月会においてソン

卓

話◦

牧田清二パストガバナー
「静岡ロータリーの歴史」

グリーダーなのにタクトを振るのを忘れてしま
いました。ダブルスマイルさせて戴きます。み

・静岡ロータリー１９３５年

なさんどうもすみませんでした。

（昭和１０年）６月２４日

古谷 治正さん
誕生祝い有難うございました。この１年皆様と

員

設立
・１９４０年（昭和１５年）静岡ＲＣ解散（Ｒ

共に充実した時間を過ごしたいと思います。

Ｉ脱退全国第１号）静岡倶楽部として活動

坂上 康さん

継続

結婚記念日のフラワーアレンジメントありがと
うございました。

・１９５０年（昭和２５年）静岡ＲＣ再開（Ｒ
Ｉ承認）

番匠 俊行さん

設立当初からの様子について説明がありまし

結婚記念日のお花をいただき大変ありがとうご

た。

ざいます。妻が大変喜んでいました。

