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地 区 目 標 「ロータリーの原点に戻ろう」BACK TO BASICS
クラブテーマ 「あなた自身のロータリーを生きる」こころに奉仕と友情の灯をともそう
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◆ロータリーソング：国歌・蔵王を仰ぐ
◆会場：山形グランドホテル

2841 回例会

惠一 会長

今日4月1日は、特別な月始めと言って
いい平成最後の月のスタートです。
先程、平成の次の元号が、菅・官房
長官によって「令和」と発表されました。
今月30日に天皇がご退位され、平成
が幕を閉じます。
平成最後の月が始まる一方、来月５月
１日は、皇太子さまの天皇即位に伴い
新元号令和に改元されます。
改元については、皆さんもこの１年で出版物やマスコミを通し知
識を吸収されたのではないかと思います。
維新後、近代国家日本が明治天皇の死去に伴い、初めて天皇
の代替わりを迎え、時の西園寺公望内閣の内務大臣・原敬は、
その日記に「午後十時四十分天皇陛下崩御あらせらる。実に維
新後始めて遭遇したる事とて、種々に協議を要する事多かりしな
り。崩御は三十日零時四十三分として発表することに宮中に於い
てご決定ありたり」と記しています。崩御に伴う諸儀式のため死
去の時刻を実際より2時間繰り下げて発表するなど、当時の混乱
振りが読み取れます。
幕末の慶応から明治への改元で「一世一元」が決定され、そ
れ以前の、教科書等にも出てくる災害などの凶事や吉事を理由に
行われていた改元を、このとき否定し改めています。
近代以降、基本的にこの流れを踏襲しますが、大正改元時に
実施された新たな例として、亡き天皇を「明治天皇」と元号に
よって追号するようになりました。
日本の歴史上初めてのことで、これによって一つの時代が「天
皇の時代」として意識されるようになりました。以来、元号の
選定は歴史に刻まれる「天皇の名前」を決めることにもなりまし
た。戦後、新憲法の下、皇室典範が廃止されましたが、昭和５４
年国民の圧倒的な支持のもと元号法が制定されました。
近代以降の改元が、社会に与える影響の大きさを推し量ると
き、一連の元号選定作業に当って、内閣が特別に慎重を期すこと
に頷ける思いが致します。
山形市は、本日４月１日をもって「中核市」へ移行します。これ
に伴う行政上の変更については、例えば私共の仕事上での関連
では「保健所」が県から市へ移管される等があります。本日、午
後２時から移行に伴う記念式典が開催されます。
最後に、先般、文書でお知らせ致しました通り、西クラブの例
会場を名実ともに当グランドホテル８Ｆに定め、今日がその第１回
の例会開催でありますこと、ここに表明致しまして本日の挨拶とさ
せて頂きます。

平成31年

幹事報告

4月1日（月）
菅原

茂秋 幹事

●4月のロータリーレートが、
1ドル110円となってございます。
●山形ロータリークラブと北ロータリークラブの合同例会が行
われ、レターポストに入れさせていただき、学校法人富澤学園
の副理事長である結城先生が「日本の教育について思うこと」と
いう記念講演をされております。ぜひご拝読いただければと思
います。
●卓話者がどうしても参加できないということで、木村さんと
新会員でございます角田さんに会員卓話を発表いただくことに
なっております。大変急な変更で申し訳ございませんがご了承
賜りたく存じます。
●新会員である角田さん、本日ご入会ということで、入会セッ
トを会長のほうからお渡しいただければと思います。
●グランドホテルさんの駐車場のご利用に関してですが、駐車
場満車の場合は、近隣の駐車場にお駐めいただくと、中心市街
地の共通駐車券を出させていただきます。グランドホテルさん
の提携以外のところにお駐めの場合にもご利用できる駐車券を
フロントでもらっていただければと思います。グランドホテル
さんの近くですと、三井リパークかパラカが近くの駐車場に
なっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
●例会終了後に理事会を開催させていただきますので、理事の
皆さまご参加のほどよろしくお願い申し上げます。

委員会報告
職業交流委員会

西谷

真一 委員長

すでにご案内ありましたとおり、球風会が今月21日開催さ
れます。 一応 締 切は明 後日4月3日になっております。 今 現
在21名のご参加をいただいておりますので、もし可能な方、
急ぎお申込みいただければと思います。
あと、西風会が3月16日土曜日に開 催されまして、午 後3
時から約5時間あまりに渡りまして熱 戦が 繰り広げられまし
た。戦績を第5位まで発表させていただきたいと思います。
優 勝、坂部登さん。準 優 勝、佐 藤 充昭さん。第3位、髙
橋順弘さん。第4位、庄司時雄さん。第5位、宇佐美俊治さ
んです。
今日いらっしゃってます髙橋順弘さんのほうに会長から表
彰と賞品をお渡しいただきたいと思います。

■例 会：毎週月曜日 12：30 ～ 13：30 ■会 場：山形グランドホテル TEL：641-2611
■事務局：山形市十日町 1-1-26 歌懸稲荷神社 社務所ビル 2F TEL：632-7777 FAX：624-5200

親睦・家族委員会

武田

岳彦 委員長

来る4月15日月曜日、観桜会を開催いたします。今回は山形
交響楽団さんから3名ご出張いただきまして、弦楽三重奏をお
願いしてあります。桜とプロの演奏と、おいしい食事とお酒を
楽しんでいただけるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひ
1人でも多くの参加をよろしくお願いをいたします。
4月生まれの皆さまをご紹介申し上げます。会員の方が6名、
奥さまが10名、お誕生日でございます。おめでとうございます。

プログラム委員会

木村

孝 委員長

当初の予定では、今日は山形市のスポーツ指導員の木村潤一
さんのほうにお願いをしておったのですが、この度、4月1日付け
人事異動ということで、
「金曜日に出れない」という連絡をいただ
きました。プログラム委員会もやっぱりリスク管理をしなきゃいけ
ないなとつくづく反省をしております。
今日は新入会員のハイスタッフ角田さん、自己紹介がてらお願
いしまして、その後に私から拙い15分のお話をさせていただけれ
ば大変ありがたいと思いますので、よろしくお願いします。

歩き始めまして、それもちょっとお腹が出てきましたので、歩い
て少しは痩せたろうなって、朝2.5キロぐらい歩いていたんです
けど、半年ぐらいしても500グラムしか減らないんですね。そこ
で、たまたま綺麗な女性のいるお店に飲みに行った時に、その
女性が走るっていう話に食い付いて、ちょうど山形まるごとマラ
ソンの時、今日走りますって、ＬＩＮＥ交換をしたら、5キロの部
で2位だということでした。その後に仕事がちょっと絡んでいる
天童ラ・フランスマラソンに出場するっていうことで、その時に
お会いしたんです。走って、汗だくになって帰ってくる姿を見た
ら、これは、何か、私このままでいいのかなっていう気になって
しまいまして、そんな不純な動機ですが、走り始めました。やっ
ぱり走ることによっていろいろ気付かされることがいっぱいあり
ます。最初は1キロくらいから走り始めるんですけど、どこでや
めようかっていう、その葛藤があるわけですね。5キロを目標に
しているんですけど、1キロ走って、2キロ走って、それで、その
うちに3キロまで走れるようになって、2キロから3キロが一番き
ついです。そこを走り抜けると5キロまでは、楽に走れるように
なるんです。結構、自分との葛藤があったり、新たな目標、先
の目標をすぐ見つけてできるっていうことが喜びになってきまし
て、朝走ったり、夜走ったりするんですけど、当然、朝走れば

会員卓話

朝焼けがきれいだったり、夜走れば星がきれいだったり、月が
きれいだったりと。
冬場は土曜日、雨が降ったりすると走れない。そこで天童の
総合運動公園のジムで、ランニングマシンで走るんです。ジム

「新入会あいさつ」
新 入 会 あ いさつ 」
新入会あいさつ」
株式会社ハイスタッフ
営業部長兼庄内支社長

角田

健 氏

皆さん、こんにちは。今日の新しい元号発表の4月1日という
記念すべき日に入会をさせていただき、大変貴重な時間をいた
だけることに大変感謝しております。
自己紹介をさせていただきたいと思います。1965年、昭和
40年生まれの54歳になりました。株式会社ハイスタッフと申し
ます総合広告業に勤務いたしております。
子どもは25歳になる長男と、20歳になる次男がおり、上の
子は去年12月まで東京にいまして、今は転勤して大阪におりま
す。私も土日イベントの仕事が多くて、家内がイベントの仕事先
に連れて来る中で、子どもも楽しそうな仕事だなってことで同じ
業界で仕事をしております。大変なんですが、やりがいを持って
仕事をしているということで、大変嬉しく、自分の背中を見てく
れたなと思っております。次男は仙台におりまして、デザイン関
係の専門学校に入って、そういった方向に進みたいということ
で勉強しているところでございます。
趣味は、25、6歳の時にゴルフを始めまして、月4回ぐらいは
行って、100切る手前までいったんですが、そこから結婚して子
どもも生まれ、15年程ゴルフに行くのがご無沙汰になりました。
7、8年前からまたいろんなコンペ等に出させていただく機会も
ありまして始めましたが、昔できたっていう邪念があって、練習
にも行かないのもありますが、なかなか上達しないのでちょっと
悩んでおります。本格的に、何かきっかけ作って練習とラウンド
に行こうかなと思っております。
最近ちょっと走ることにはまっておりまして、去年の4月から

の料金は1時間100円なんです。お風呂は110円で入れる。やっ
ぱりジムの会員になると、しょっちゅう行けない、仕事の関係で
行けないので、土曜日とか休日に雨が降ったりすると、そこに
行って210円で、ゴルフをしたあとぐらいに楽しんで、汗を流し
て帰ってくると新しい発見があったり、仕事にも自分の意識にも
繋がって大変いいかなと思っているところです。6月の東根のさ
くらんぼマラソンにエントリーしまして、5キロ完走を目指してお
るところでございます。
それから最後に、仕事については広告業、総合広告業とい
うことで、会社は昭和52年に設立しまして、創立42年になりま
す。山形では2番目に古い広告会社でございまして、山形でイベ
ントを手がけた広告会社はうちが初めてでございます。社長の
高橋が日本一の芋煮会フェスティバルの初代の実行委員長とい
うことで、そのイベントも手探りながらやったっていうのが、記
録っていうか、会社にイベント図鑑、イベントのノウハウ的なも
のの、こんな厚い本があるんです。これを見ると、最初のイベ
ントって大変だったんだなと。うちらは、社長とか、専務のやっ
てること見習って、いろんな気付きとか手配とかできるようには
なってはいるんですけども、最初のゼロからスタートするのはす
ごく大変だったんだろうなと資料を見て思っているところであり
ます。
あと、宣伝広報のコミュニケーションの中で、最近の業務で
は「つや姫」とか「雪若丸」のプロモーション、ビックウイング
の自動車関係の展示会、三遊亭円楽さん、いとうまい子さんな
ど、タレントを使ったＣＭが今、実績としてございます。最近は
インターネットの部分が重要視されてまして、私も会社の中で一
番、自負しておりますが、詳しくいろんなことを知って部下にも
伝えているところです。
やっぱり今、子どもはネットとＹｏｕＴｕｂｅ、動画が欠かせな
いツールになって、そういった広告ツールの中で、スマートフォ

ンに対応するホームページ作成だったり、ＧｏｏｇｌｅとかＹａｈ

なんて言ってるのは我々だけなんです。今の高校受験だと鎌倉

ｏｏ広告の出稿、企業の出稿にもお手伝いさせていただいてお

幕府は1185年だそうです。それからすると、鎌倉幕府ができ

ります。意外とネット広告もワンクリック100円とか200円と、

てから4年後、ちょうど源頼朝の家臣であった武藤一族が山形

山形県内のユーザーですと55万人、Ｙａｈｏｏであれば55万人

を治めることになって、この地に来たということです。その武藤

ぐらいのユーザー数がありまして、そこにアプローチできること

一族の末裔が第一貨物であります。1189年に鎌倉幕府が開い

で、1回見た方が見れるようにとか、いろんなキーワードで出
てくるとか、いろんな仕組み、仕掛けがあるということで、今
後、メディアミックスとして必要なメディアということになります。
そんな会社とのいろんなご縁がありまして、ハイスタッフにお
世話になったということで、深い恩を感じております。そのご縁
の中で、こういった会に入会させていただいて、新たなご縁をい
ただけるのは大変有り難いと思いますので、今後ともご指導ご
鞭撻をいただきながら、山形に役立つ人間になりたいと思いま
すので、皆さまどうぞよろしくお願いいたします。

て4年後庄内に入って、お抱え鋳物師として伊藤助右衛門さん
が最初の創業だという話を伺ってきました。羽黒山に大鐘があ
ります。初代伊藤助右衛門さんが作った鐘だそうであります。
1275年羽黒山には国の指定重要文化財になっている大鐘がも
うあったっていうんですから、これが伊藤家の今でも残っている
ものだそうです。
現在はもう鋳物をやっていません。創業800年、平成元年
に鋳物をやめているんです。これから鋳物では食っていけない
と、32代の伊藤徳男さんが鋳物を捨てた。鉄と共に歩んでき
たのをやめることになって、今はバルブとか、熱製品などの圧
力容器の部品を作っている。今は33代目の息子さんが、東京
工業大学を出て村田製作所に勤め、それから地元に帰ってき

会員卓話

「長寿企業
「長
業に学ぶ！」
に学 ぶ！」
− 変革の時代を乗り切るために −
株式会社ヤマザワ
専務取締役 営業本部副本部長

木村

孝 氏

今日、新元号「令和」となりましたけれども、最初の元号は
大化の改新の「大化」であります。645年ですから、今回ちゃ
んと数えれば248番目の元号が「令和」と、ご確認をいただい
た上で明日でもお話しいただければ大変ありがたいと思いまし
た。
今日は日本の長寿企業について調べてまいりました。山形県
はもう皆さんご存知のとおり、長寿企業が多いという中では全
国2番目であります。1位は京都です。10数年前までは山形が1
位でしたけども、最近はベンチャー企業とか新規の企業が非
常に増えて、分母が増えたもんですから、残念ながら山形は2
位となりました。4.68％であります。これはどういう計算をする
かというと、分母を法人の会社の数、分子を100年超の企業と
した場合の比率が4.68％だという意味であります。
業種別にはやっぱり小売が224社、29.2％で1番多い。その
次が製造で184社、24.0％。サービスが119社で15.5％だとい
うことでありました。規模的には年商が1億円未満が圧倒的に
多いということで57.3％であります。そういう意味では、年商が
1億円未満の企業が1番長寿だということで、変化にも対応がし
やすい、経営者の考え方が生きていけるということなのかと感
じております。
それで、山形県内の業歴トップ10を山形新聞の資料から見
ますと、1番目に伊藤鉄工さんであります。この伊藤鉄工さんは
鶴岡市大山にありまして、創業1189年であります。これは文治
5年と言われています。伊藤鉄工さんに訪問しますと、23代目
の伊藤徳男会長がよくお話をしてくれます。なんでこんなに古い
の、という話をすると、1189年ちょうど鎌倉時代、鎌倉幕府は
今、
1185年なんです。
「いい国（1192：補足）作ろう鎌倉幕府」

て伊藤鉄工を継いでいるということで、なんとか伊藤鉄工さん
のほうには、これからも続けてがんばってほしいと思っていると
ころであります。
そして県内の業歴トップ10の中では、当クラブのふじや冨宏
商事さんが第4番目に書いてあります。これ、とみひろさんで
す。それで、1番から10番まで書いてありますけれども、山形
で有名な「十四代」の高木酒造は、なんと11番目であります。
高木酒造さんは1615年です。
「十四代」
「黒縄」
「鬼兜」で大
変全国的に有名になっていますけれども、私はこの会社を訪問
したことがありました。
「十四代」
「鬼兜」の名前の由来も聞い
てきましたし、そんないろんな話があります。
「黒縄」という日
本酒の原酒が十四代でありまして、江戸時代に北前船で山形
の米が豊作の時は、運ぶ船の先に俵を積んで、それを黒縄で
縛ったんだそうです。それが豊作だという意味で、
「黒縄」の名
前の由来だそうです。米焼酎の「鬼兜」は、高木さんが住んで
いる村山市富並のお城が、鬼兜城という名前だったから、そ
の米焼酎を「鬼兜」にしたんだ、と。そんなことで、山形県の
業歴トップ10は素晴らしい企業ばっかりだという感じがいたしま
す。
では山形市はどうかというと、1番古いのはとみひろさんのふ
じや冨宏商事が1番目、2番目が菊地保寿堂ということでありま
す。それで10番目に伊藤畳製作所、山新さんの紙上によれば
というところでありました。
山形西ロータリークラブの100年企業はという話になります
と、とみひろさんが1番目1578年。2番目の大沼さんが1700
年。3番目の高見屋さんが1716年。4番目の西谷さんが1855
年。小林食品さんが1867年。千歳館さんが1876年。坂部さ
んが1881年。長榮堂さんが1886年。秀鳳さんが1890年。そ
して吉田さんが、鈴木油店さんと一緒に1892年だそうでありま
す。高橋陶商さんが1900年。豊田薬局さんが1904年。小松
印刷所さんが1907年。五十嵐物産さんが1909年。そして佐五
郎さんが1910年。その次に株式会社クラフトさんが1914年。
そして篠田病院さんが1918年。2019年12月31日までに創立記
念日を迎えるという企業の100年であります。
来期の卓話は100年企業の皆様からお話を伺わなきゃいけ
ないかなと、おのずと順番が決まってきますので準備の必要が
ないのかなという感じがいたしました。

この100年企業におもしろいアンケートを東京商工リサーチさ
んが取っているんです。
「100年以上続いた理由、なんですか」
という長寿の要因を聞きましたところ、1番目が顧客第一、2番
目が本業重視、3番目堅実経営。あんまり借金もしなくて身の
丈でやってきたんだというのが圧倒的に多いということです。
企業の経営者さんに「今後の課題、なんですか」と聞いた
時には、まったく違った回答がくるんです。ビジネスモデルの変
革、イノベーション、人材育成。言えることは、何かが変わらな
きゃいけないんだろうということを想定して、人材育成っていう
ことが共通に言われてきたという感じがいたしました。
では更に「100年企業が200年企業に続くための要因ってな
んでしょうか」というアンケートでは、1番目に経営革新、イノ

ニコニコ BOX
小林惠一会長／先月 23 日の葬儀に際しましては皆様から
数々のご丁重なお心遣いを承りありがとうございました。

中山眞一さん／当事務所の公認会計士が県議会で県を監査
する包括外部監査人（県内から１名）に選任されましたので
ニコニコいたします。

鈴木浩司さん／３介護施設ベルライフ宮町が３月 22 日オー
プンしました。よろしくお願いいたします。

菅原茂秋さん／先日の職場訪問例会では弊社会議室を御利

用いただきありがとうございました。平常時は、貸会議室とし

ベーション。2番目に社員満足度向上。20世紀はお客さま第一

て運営しておりますのでぜひ御利用くださいませ！

だと。21世紀は社員満足度向上が鍵なんだそうです。社員が

海和将浩さん／例会場ご利用ありがとうございます。どうぞ

満足している企業は、みんなお客さま第一に軸足を置いている
という話がありました。それで3番目に後継者育成。これは経
営者の後継者育成だけではなく、いろんな技術者も含めた後
継者だということだそうであります。
最後に、皆さんもご存知のダーウィンの進化論、生物史の中
で、最後に生き残ったのは頭のいい生き物でもなければ強い生
き物でもなかった。それは変化に順応する生き物だった。これ
からの企業の進化論というのはまさにダーウィンの進化論が参
考になるのかなと思います。

よろしくお願いいたします。

長澤裕二さん／昨日、３月 31 日で羽前屋が閉店しました。
シクシクです。昨日、最後の「羽前盛」食べてきました。

後藤章洋さん／新元号が「令和」に決まりました。これから
もニコニコＢＯＸをよろしくお願い致します。

茶道同好会／ 3/23（土）茶道同好会第１回例会が開催され
ました。13 名の方々から参加いただきました。次回は５月中
旬を予定しています。

＜本日出席・修正出席＞
本日出席（4/1）
メークアップ
された会員

会員総数

出席会員数

94名

48名

修正出席（3/11）

会員総数

出席義務会員数

出席会員数

出席率

96名

86名

81名

94.19％

（山形南）伊藤 義彦、清野 伸昭、風間 義朗、武田 博 、遠藤
（山形中央）小松 公博、伊藤 義彦、石井 雅浩
（山形北）伊藤
歩、細谷 伸夫、清野 伸昭、石井 雅浩、木村

正明、小林
孝

廣之、長岡

壽一

