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次週のプログラム

今週のプログラム

祇園祭（7月最終週の木曜日から４日間）

玉のような汗を飛ばす男衆の大神輿。
若き女性の肩にゆられる姫神輿。
筑西最大の夏の風物詩「祇園まつり」の
迫力とエネルギーは圧巻です。

イアン H.S.ライズリー 2017-18 ＲＩ会長

下館ロータリークラブ会報
国際ロータリー第2820地区

12 月 22 日（金）
　  ク リ ス マ ス 例 会

外部卓話　石塚 勝 氏
　　　　　　　（ＪＣ会長）
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いたします。

　会長ノミニーとして（下館ロータリークラブ

創立60周年時の会長）「岩﨑晴男君」をご承認い

ただけるでしょうか。ご承認の方は拍手でお答

え下さい。拍手多数と認め、岩﨑晴男君を会長

ノミニーと決定させていただきます。

　第２号議案　次年度役員及び理事承認に関す

る件で御座います。この件に付きましては先の

理事会において承認されておりますこと、御報

告いたしまして、名前及び役職は会長ノミーよ

り発表させていただきます。

会　　長　永井　啓一　会長エレ　岩﨑　晴男

副 会 長　新井　和雄　幹　事　　潮田　武彦

会　　計　瀧田　昌甫　会場監督　早瀬　浩一

直前会長　永盛　　武　職業奉仕　百目鬼博行

社会奉仕　新井　利平　青少年奉仕　神山芳子

国際奉仕　関谷　　徹　Ｒ財団　　鈴木　光則

会員増強　日向野　陽　　　　　　 　（敬称略）

以上で総会を終了いたします。

　それでは次にお願いごとです。その１は、11

月22日の例会欠席の方にロータアクトに関す

る重要なアンケート調査用紙が各自のレター

BOX に入っておりますので必ずご回答下さい。

　次に、本日の理事会において島田会員の後任

といたしまして、葉　章二さんが承認されまし

た。ご異議のある方は来週の例会日（13日）ま

でに書面により異議申し立てをして下さい。

一日一言「貴　老」　安岡正篤著

　人間は生ける限り、常にぼけないで、なるべ

く有意義なことに興味を持ち、道理を尋ね、情

熱を抱き続けることが肝腎である。

　不老長生とは徒に年をとることではない。い

つまでも生きるかぎり、ぼけないで、人生に興

味を持ち、情熱を抱き続けて勉強することである。

前例会報告   第2815回   2017/12/6（水）

　

お　客　様　ようこそ下館ＲＣへ

桑原　勉 様（下館商工会議所青年部副部長）

会 長 挨 拶 　永 盛  武 会長

　早いもので師走の月に入りました。ロータ

リーでは定例総会の月です。すなわち会長ノミ

ニーが承認される月です。それではこの例会を

下館ロータリークラブ細則第5条第１項の規定

に従ってクラブ協議会、即ち定時総会に切り替

えさせていただきます。

定時総会

　議長は細則第４条第１項の規定に従って、会

長である私が勤めさせて頂きます。総会成立要

件は細則第５条第３項の規程により会員総数の

３分の１以上の出席が必要ですが、現在会員数

32名、本日出席者数18名ですので、本総会は

成立したものと認め議事を進めて参ります。

　本日の議案は第１号議案から第３号議案（そ

の他）とありますが、その他の議案につい発義

される方はいらっしゃいますか？無ければその

他の議案は割愛させていただきます。

　第１号議案　会長ノミニー承認の件で御座い

ます。改めて会員皆様に申し上げます。10 月

23日午後６時30分より「やまき」において、会

長ノミニー選考委員会を「役員並びに理事選出

規定」第７条に基づいて開催いたしました。結

果満場一致にて岩﨑晴男君が会長ノミーとして

選出されました。その後11月の定例理事会に

おいて承認されましたことをここに謹んで報告

させていただきます。そこで会員皆様にお諮り
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り安定した顧客層を持っています。

　「老舗」の語源としては、動詞「為似す・仕似す」

に由来し、「似せる」「真似てする」などの意味

から、江戸時代に家業を絶やさず守り継ぐ意味

となり、長年商売をして信用を得る意味で用い

られるようになりました。やがて、「しにす」

の連用形が名詞化され「しにせ」となっていきま

した。漢字の「老舗」の「老」は、長い経験を積

んだ様を表し、「舗」は店を意味することから、

当字として用いられるようになったものです。

　また、最近の定義の一例として、東京商工リ

サーチによると創業30年以上事業を行ってい

る企業となっています。さらに、ＩＴ業界など

比較的新しく企業の勃興が激しい業界では、５

年ないし10年程度で老舗扱いされることもあ

ります。

　（例えば、インターネットプロバイダの「イン

ターネットイニシアティブ（ＩＩＪ）1992年12

月３日設立、1999年８月４日にＮＡＳＤＡＱ

に上場後、2005年12月２日東証１部上場）な

ど）。市場の創設、成長期に先駆的な開拓を行っ

たり、あるいはその市場そのものを育ててきた

企業というのも「老舗」と呼ばれるに相応しい存

在となります。

世界で最も古い企業は？

　世界一古い企業は、西暦578年に百済から

渡った金剛重光（柳重光）が創業した建設会社

「金剛組」です。創業は飛鳥時代、聖徳太子によ

る四天王寺の建立の為に百済から３人の工匠が

招かれたのが始まりとされています。

　ギネスブックには登録されていないのが間違

いなく世界最古の企業です。2005年に経営危

機に陥りましたが、高松建設が支援し、通常の

営業権譲渡ではなく、「金剛組」を大阪市淀川区

に作っておき、経営権を譲渡した上で同日大阪

市天王寺区に住所変更し、旧会社は「ケージー

建設」として清算会社にするというウルトラＣ

で乗り切りました。現在では高松コンストラク

ショングループの孫会社として、本業の宮大工

に立ち戻り、神社仏閣建築の設計・施工、城郭

や文化財建造物の復元や修理等を主に手掛けて

います。

　世界２位は、705年（慶雲２年）創業、山梨県

西山温泉の「慶雲館」で世界最古の宿泊施設とし

老人に対して貴老と呼ぶ。好い語である。老人

はいつまでも愚老になってはいけない。文字ど

おり貴老でなければならぬのである。

理 事 会 報 告 　 中 里 泰 久 幹事

１. 次年度役員理事承認

２. 宮田会員の所属委員会について（親睦委員会）

３. 新入会員承認に関する件

４. 武井会員の病欠免除承認

５.３月プログラム承認

幹 事 報 告 　 中 里 泰 久 幹事

○１月９日開催の３ＲＣ合同新年会の案内を皆

様のＢＯＸへ入れておきましたので帰りに私

まで出欠をお願いします。

○この指とまれ　賛助金をお預かりしました。

本年度は22クラブより305,000円です。ク

ラブからの搬出金と合わせてネパール貧困児

童への学用品援助に使います。

○島田委員長が12月で退会となりますので、

神山副委員長が委員長となり、１月から理事

会に出席となります。宜しくお願い致します。

○水戸クラブより会報をいただきました。

卓　　話　　　　  木幡　浩 会員

老舗企業について

老舗の語源

　一般に老舗というと、古くからある店舗やそ

の店舗を足掛かりとして業績を伸ばし法人化し

て企業になったものを指します。多くは豊富な

ノウハウと培われた信用、また人的資産にも拠



＊欠席の場合は午前10時までにダイヤモンドホール（☎0296－28－8511）へご連絡下さい

4つのテスト　①真実かどうか　②みんなに公平か　③好意と友情を深めるか　④みんなのためになるかどうか

▼潮田　武彦さん　木幡さん、本日の卓話宜し

くお願いします。

　桑原様、下館ＲＣへようこそ。

▼日向野　陽さん　木幡会員卓話、楽しみにし

ています。

▼加藤　昌美さん　木幡会員の卓話を記念し

て。楽しみです。

▼関谷　　徹さん　木幡会員の卓話楽しみで

す。今月もニューモラルを配布させて頂きます。

▼鈴木　光則さん　木幡さんの卓話を記念して。

▼新井　利平さん　木幡会員の卓話を記念して。

▼神山　芳子さん　12月16日（土）ローターア

クト地区大会２時点鐘で始まります。どうぞ

宜しくお付き合い下さい。３月には全国研修

会があります。こちらも是非宜しくお願い致

します。
▼百目鬼博行さん　木幡さんの卓話を楽しみに

しております。

▼舘野　　博さん　木幡さん、卓話楽しみにし

ています。宜しくお願いします。

▼木幡　　浩さん　本日、卓話をやらせていた

だきます。つまらない話で申し訳ございません。

▼馬場　　保さん　木幡会員、卓話宜しくお願

い致します。

▼岩﨑　晴男さん　木幡さんの卓話を記念して。

　桑原さん、ようこそ。

　法人会女性部会のチャリティーコンサートに

ようこそ。

　　本日の合計　　25,000 円
   　累計　　　　532,000 円

出 席 報 告　    鈴 木 光 則委員長

■メークアップ（敬称略）　　　　

11月 28日　しもだて紫水ＲＣ

　　永盛　　武・中里　泰久

12月２日　地区国際奉仕セミナー

　　潮田　武彦

て認定されています。当地で狩猟をおこなった

藤原真人が、川の岩の間より盛んに噴き出して

いる温泉を発見、険しい山道を切り開き、湯壷

を造営して開湯したのが始まりとされていま

す。慶雲年間に造られたことから「慶雲館と命

名され、以降武田信玄や徳川家康の隠し湯とし

ても利用されました。

　世界３位は717年に創業され、今年で創業

1300年を迎えました兵庫県にある「千年の湯　

古まん」となります。

　老舗企業大国日本

　世界で創業200年以上の企業（2008年時点）

は世界41 ヶ国で5586社あります。その内訳

を見ると半分以上の3146社が日本に集中して

おり、続いてドイツ837社、オランダ222社、

フランス196社の順になっています。ちなみに、

アメリカは14社、中国は９社、台湾３社、イ

ンド３社で、お隣の韓国は０社となっています。

　日本の場合、創業1000年以上の企業は７社、

500年以上は32社、100年以上となると５万

社余りなど、世界でも類を見ない長寿企業国家

であり、これらの長寿企業の 89.4％は従業員

300人未満の中小企業となっています。業種と

しては、酒造・和菓子・旅館・製造業などの伝

統産業が多くを占めています。（2008年時点、

韓国銀行調査）

　茨城県最古の企業は、清酒製造の「須藤本家」

（笠間市）で、創業1141年で、業歴は876年に

及び、日本国内でも７番目に古い企業です。次

いで常陸太田の川又薬局が1600年創業で 417

年、第３位が常陸大宮の清酒製造「根本酒蔵」

で創業が1603年、業歴414年と続きます。

スマイルＢＯＸ  岩﨑 晴 男 委 員 長

　パートナー誕生　馬場　保さん

　結　婚　記　念　馬場　保さん

▼永盛　　武さん　木幡会員の卓話を記念して。

▼中里　泰久さん　桑原　勉さん、ようこそい

らっしゃいました。

▼永井　啓一さん　木幡さんの卓話、楽しみに

しておりました。宜しくお願いします。

　桑原さん、ようこそ。
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