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■ 会 長 報 告                松葉 隆夫君

＜ソング＞ 君が代・奉仕の理想

＜ソングリーダー＞ 鈴木廣利君
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 ６日チリで地震があり、翌７日津波が日本まで

１０，０００ｋ以上あるのに届くとは、自然はす

ごいものだと思います。 

 自然と言えば、去年から今年にかけ少し気候が

おかしくなってきていると思います。大雪が降っ

たと思えば、一週間後には春のようになったり、

３日後には又冬に戻り・・・。静岡県は２月後半

から３月始めにかけ雨が続き、地震も多くなって

いる様に思います。アメリカワシントン、ヨーロ

ッパでも大雪に見舞われると言う様に、やはりＣ

Ｏ２削減が世界的に必要なのかなあと思います。 

 先週の県の地球環境スタッフの渥美氏の卓話で

もお話がありました様に、企業、社会、個人と、

それぞれがエコについて真剣に取り組んでいかな

いと大変な事になるとのことで、実感しておりま

す。我社でも昨年エコアクション２１の認証を得、

取り組んでおります。皆様もこの事について考え

実践して下さい。少しでも住み良い社会にする為

に。 

■ 理 事 会 報 告             増田 國衛君 
• ３・４月のプログラムが承認されました。 
• ３月７日に行われるＩＭについて、出席者及び交

通手段が承認されました。 
• 次回の理事会は４月７日（水）１１時３０分から

と決まりました。 
 
 
 

■ 出 席 報 告          鈴木 廣利君 
本日のホームクラブ 

出席者 前回の補正出席者 

27／41 65.85％ 24／42 57.14％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○石割君 ○後藤君 ○酒井君 ○鈴木勝君 

○玉木君 ○仲田廣君 ○松葉義君 池谷君 

板倉君 落合君 鈴木舜君 仲田晃君 望月志君 

山田君  

(２)メークアップ者 

鈴木 廣利君（島田）  

■ スマイルＢＯＸ              鈴木 廣利君 
• 誕生祝いありがとうございました。私の誕生日を

祝っていれるのはロータリーのみとなってしま

いました（涙）。妻の誕生日祝いありがとうござ

いました。いくつになったかな、あえて触れない

ように心掛けています。      池ノ谷 敏正君 
• 誕生祝ありがとう御座いました。老いた母親を見

て、その内私もこうなるのかなと思うと複雑な気

持ちです。夫人誕生ありがとうございました。今

日順心高校の卒業式に出席し、若い頃の家内を思

い出しました。                  青島 克郎君 
• 日頃、何もしていない私です。今日は家に帰りや

すいです。妻の誕生日も忘れずにありがとうござ

いました。                    島村 武慶君 
• 誕生日お祝い有難うございます。  石垣善康君 
• お祝いありがとうございます。バラの花束のプレ

ゼント毎年楽しみにしております。ありがとうご

ざいます。                      栗原 毅君 
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• 結婚祝有りがとうございます。３５年ガンバリま

した。あと何年続くか辛抱です。   松葉 隆夫君 
• 結婚４６周年お祝ありがとう御座います。本日卓

話Ｄ組担当させていただきます。  小西 啓一君 
• ３２回目になります。             村松 英昭君 
• 昭和３８年に結婚してから４７年たちました。今

では家内に助けられて生活している状態です。と

にかく元気を回復するため努力しています。結婚

祝をありがとうございます。     水野 義猛君 
• 結婚２２年目となりビックリ！仲良くなりたい

なあーと思う今日この頃です。     河井 宏文君 

スマイル累計額  ５３４，０００円 

■ テーブルメイトＤ    小西 啓一君                                    
『二百年企業につ

いて』 

小西 啓一君 

 

 

 

２００年企業ー成長と持続の条件

日本経済新聞　０８年４月より

創業２００年以上の企業 ０８年４月時点 日本 3113 3500
ドイツ 1563
フランス 331
イギリス 315

日本最古の会社 ５７８年 金剛組 寺社建築大手　大阪　四天王寺

３１１３社の業種 酒造 447 旅館 425 民芸・工芸 339
和菓子 304 食品 291 料理店 185

存続理由 自然が豊か 水がきれい

掲載７０社 静岡県内５社 鈴与･丁子屋・アオキトランス・福一漁業・浜松酒造

近江商人６社 西川ｸﾞﾙｰﾌﾟ・矢尾百貨店・小泉産業・大塚産業ｸﾞﾙｰﾌﾟ
長岡実業・

ＲＣ２社 吉字屋本店・印伝屋上原勇七

静岡 鈴与 １８０１創業 港湾物流ーー航空事業に参入
丁子屋 １５９６創業 １２代婿養子
ｱｵｷﾄﾗﾝｽ １６１５創業 大阪夏の陣　清水港回漕業

お茶・みかんの貿易輸出　スズキの輸出手がける
福一漁業 １７０４創業 海外巻き網漁業　　　魚の量販施設へ進出
浜松酒造 １７３０創業 油屋　　明治４年酒造業　業務用冷凍食材

近江 西川ｸﾞﾙｰﾌﾟ １５６６創業 近江商人１７８９年三ツ割り銀制度
火事など事故の為の積み立て　本家で事業資金として
奉公人に分配

矢尾百貨店 １７４９創業 秩父 近江日野商人　三方よし　　他国者意識をもつ
小泉産業 １７１６創業 大阪 近江五個荘　ノコギリ商法
大塚産業ｸﾞﾙｰﾌﾟ １７０６創業 滋賀長浜 蚊帳製造　保多屋　自動車内装品
長岡実業 １８０４創業 西宮 近江日野商人　　和漢薬原料問屋　ハッカ　にんじん

しょうのう

ＲＣ 吉字屋本店 １５６８創業 ４４０年 １７代高野孫左ヱ門　塩屋孫左衛門
１５６７年５人の塩問屋越後へ赴き塩を甲府に持ち帰る
甲州金の刻印の吉の字の使用が許された
１８９３　日本初の石油の特約店（１５代）
１９３９　山梨トヨタ販売（１６代）戦後撤退　
２００５山梨トヨペット再参入
最古にして最新たれ

印伝屋上原勇七１５８２創業 １３代 印伝の製法を従業員に公開

 

ｵｵﾐﾄﾉｺﾞ ｲｾｺｼｭウｼﾞｷ
近江泥棒、伊勢乞食 近江殿御、伊勢小正直 江戸名物

伊勢屋稲荷に犬の糞
伊勢 近江

ﾋﾞｼﾞﾈｽｽﾀｲﾙ 顧客を呼び込む 積極的にでる

共通点 蒲生氏郷 蒲生氏郷
１５８４－８９ １５５６－８３

登り制度 登り制度

諸国産物回し 諸国産物回し

単身赴任 単身赴任

三越百貨店 白木屋百貨店
松坂屋百貨店 高島屋

松阪牛 近江牛

近江商人は発祥地により
高島商人（大溝商人） 高島屋百貨店
八幡商人 西川グループ
日野商人 矢尾百貨店
湖東商人（五個荘商人） 伊藤忠商事・丸紅

もったいない 勿体を無しで否定

重々しさ、威厳さ　　妥当でない、不届きだ　自分には不相応である

非常にありがたい　粗末に扱われて惜しい

３Ｒ運動 Ｒｅｄｕｃｅ Ｒｅｕｓｅ Ｒｅｃｙｃｌｅ
へらす 再利用 再生利用

始末してきばる 始末　無駄をせずに、モノを大切にする節約・倹約

三方良し 売り手よし　買い手よし　世間よし

ＣＳ 顧客満足 Ｃｕｓｔｏｍｅｒ　Ｓａｔｉｓｆａｃｔｉｏｎ

ＣＳＲ 企業の社会的責任　Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ　Ｓｏｃｉａｌ　Ｒｅｓｐｏｎｓｉｂｉｌｉｔｙ

世間よし 陰徳善事 金持商人一枚起請文（法然上人の一枚起請文）

ノブレス・オブリージュ 高い義務い伴う義務、身分の高い者、豊かな者はそれに

ふさわしい義務を果たす必要があるということ

フランス Ｎｏｂｌｅｓｓｅ　Ｏｂｌｉｇｅ

サンズの河を渡るな 金貸サズ
三途

役付カズ

判せず

 

年表 ３・３資料２

西暦 年号 逆算年数 出来事 小西家 商業関係出来事

1553 天文２２ 457 楽市楽座　近江石寺

1556 弘治２ 454 蒲生氏郷誕生

1577 天正５ 織田信長　安土城築城 安土山下町中掟書　楽市楽座

1584 天正１２・６ 蒲生氏郷伊勢松坂１２万石

1590 天正１８・８ 蒲生氏郷会津若松４２万石

1591 天正１９ 蒲生氏郷会津若松９１万９千石

1595 文禄４・２ 415 蒲生氏郷急逝40歳

1600 慶長５・９ 関が原の役

1603 慶長８・２ 407 家康征夷大将軍

1615 元和元年 395 近江商人西川仁右衛門江戸日本橋開店

1642 寛永１９ 寛永の飢饉

1673 延宝元年 337 伊勢商人　三井高利　越後屋呉服店

1716 享保元年 享保の改革

1716-1800 日野商人北関東で醸造業に参入

1732 享保１７ 享保の飢饉

1755 宝暦５ 宝暦の飢饉

1783-87 天明３ 天明の大飢饉

1787 天明７ 寛政の改革

1789 寛政元年３ 221 初代　平兵衛

1833-37 天保４ 177 天保の飢饉 ２・３代平兵衛

1841 天保１２ 天保の改革

1867 慶応３・１０ 143 大政奉還 ４代茂左衛門

1879 明治１２ ５代茂左衛門（定蔵）

1890 明治２３ 120 経済恐慌

1894-95 116 日清戦争

1904 106 日露戦争

1908 明治４１ 102 ６代健治誕生

1914-18 大正３ 第一次世界大戦

1923 大正１２・９ 87 関東大震災

1927 昭和２・４ 83 金融大恐慌

1931 昭和６ 満州事変

1935 昭和１０ 75 ７代啓一誕生

1937-45 昭和１２．７ 日華事変

1939-45 昭和１４．９ 第二次世界大戦

1941-45 昭和１６．１２ 太平洋戦争

1945 昭和２０．８ 65 終戦（無条件降伏）

1951 昭和２６．５ 60 ㈱近茂商店

1966 昭和４１ 44 キンモ㈱

1974-75 昭和４９－５０ 第１次石油ショック

昭和５５－５８ 第２次石油危機

昭和６０－６２ 円高不況　プラザ合意

平成３－６ 第１次平成不況　バブル崩壊

平成９－１１ 第２次平成不況　

平成１３－１４ 第３次平成不況　

阪神・淡路大震災

平成２０－ 世界金融不況

2010 平成２２ 0  

（担当／鈴木廣） 


