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今後の予定

2018-2019 年度/堂前 慶之会長
ご存じの方も多いと思いますが、昨日 9 日より銀行の送金
データが 24 時間 365 日体制で処理される新システムが稼
働しました。これにより、15 時以降の振込みは翌営業日に
処理されていましたが、当日着金するようになりました。
インターネットや情報処理がこれだけ発達しているのに何
故 15 時まで？という疑問を持ち続けていたのでようやく
という感じです。さて、決済のトレンドはキャッシュレス
に向かっていることは間違いないと思いますが、先進国の
中でも日本はキャッシュレス化が進んでいない国といわれ
ています。キャッシュレス率はお隣の韓国が 95％以上に対
し、日本は 20％程度といわれています。そもそもなんでキ
ャッシュレス化が推進されるのかというと、現金決済のデ
メリットとして「犯罪に利用されやすい」
「盗難危険」「脱
税し易い」
「保管や流通にコストがかかる」などがあるため
といわれていますが、キャッシュレス化が進めばお金の流
れを把握し易くなり、課税漏れを防ぐという政府や監督官
庁の思惑が透けてみえます。もちろん、インバウンド対応
もあるでしょう。ただ、日本はまだまだクレカ払いができ
ない小規模店舗も多いため、より一層の推進を図るには導
入コストの削減や手数料が安くならないと難しいかと思い
ます。一方で、電子マネーについて日本は先進国です。よ
くコンビニを利用しますが、レジの横に使用できる電子マ
ネーやクレカが書いてあります。しかし、沢山ありすぎて
私は全く把握できていません。結果、面倒になりいつも現
金で支払います。
「ポイントカードはお持ちですが？」と聞
かれても何を出せばいいかを考えるのも煩わしく「結構で
す」と答えてしまいます。顧客の囲い込みのため進化を続
ける電子マネーですが、ガラケーと同じ轍を踏むことにな
らないか心配です。消費者の利便性を考えて、銀行系、流
通系、交通系に全てに共通した規格でこれ一枚持っていれ
ばオール OK！というカードが欲しいです。

・10/14
・10/24
・10/31
・11/7
・11/14

地区大会/道灌まつり
[第 2568 回]卓話
[第 2569 回]卓話
[第 2570 回]卓話
[第 2571 回]クラブ協議会（IM 準備）

幹事報告
★ガバナー事務より
・インターアクト年次大会登録のお願いが配信されております。
日時：11 月 23 日(金・祝日) 開会式 10：00～
会場：平塚学園高等学校
登録料：3,000 円
登録及び振込期限：10/19(金)
・「職業奉仕月間」卓話者派遣についてご案内が配信されて
おります。
締切：11/10(土)

★例会変更のお知らせ
秦野名水 RC
11 月 8 日(木)→11 月 3 日(土)
３クラブ合同ポリオ撲滅運動に振替
担当活動時間 10：00 ～ 11：30
於：秦野市文化会館前
11 月 22 日(木)→11 月 17 日(土)第７グループＩＭに振替
11 月 29 日(木)→11 月 25 日(日)～ 26 日(月)親睦バス旅行
於：八ッ場ダム視察・草津温泉
★社会福祉法人 神奈川県共同募金会伊勢原市支会より
「赤い羽根共同募金運動」への協力お願いが届いております。

スマイル報告

田村

貴寿/スマイル委員会委員長

堂前慶之君／外谷正人君／東井重和君／築城忠生君／松下 孝君
萩原庸嘉君／井戸川秀治君／萩原鉄也君／田中 徹君／熊谷勝利君／田村貴寿君
[本人誕生記念祝い]

[本人誕生記念誕生祝い]

[結婚記念祝い]

[結婚記念祝い]

飯田 隆三君
お誕生日を祝って頂き有難
うございます。日頃、良い
年を重ねることを心がけ、
１日１日を大切に充実した
人生にしたいと思っていま
す。

天野 耕一郎君
誕生日を祝って頂き有難う
ございます。まだまだ若造
の 58 歳です。ご指導のほど
よろしくお願いします。

多田 政弘君
結婚記念日を祝って頂き有
難うございます。次男の結
婚パーティーに集まった
30 代の若者達のパワーに
圧倒され、私達夫婦も少し
若返った気がします。

荒巻 哲郎君
結婚記念日を祝って頂き有
難うございます。51 周年で
す。記念にドイツ・フラン
ス・スイスの船旅に行って
きます。

[結婚記念祝い]

[結婚記念祝い]

[結婚記念祝い]

[入会記念祝い]

堂前 慶之君
24 年前の 10/10 に入籍し
ました。来年は銀婚式です。
結婚式と入籍日が違う場
合、皆さんどちらを結婚記
念日としてますか？

戸田 裕士君
満 26 年を迎えました。
「これからもよろしくお願
いします」と、ロータリー
で頂いた品を渡して記念日
と致します。

田村 貴寿君
結婚記念日を祝って頂き有
難うございます。
お陰様で 7
年になりました。

井戸川 秀治君
入会記念を祝って頂き有難
うございます。13 年になり
ました。

出席報告
会員数

濵尾ゆかり/出席・プログラム委員長

出席計算に用いた数

61

59

出席者数

37

出席率（％）

62.71

前々回修正出席率（％）

MAKE UP
事前
松下 孝君→秦野中 RC
築城忠生君→秦野中 RC

なし

委員会報告
野球同好会／井戸川秀治主将
★「第 23 回神奈川県ロータリークラブ親睦チャリティー大会」
10 月 12 日(金) 伊勢原球場 7:30 集合 登録：8:30～ 開会式 9:00
表彰式 飯山温泉 元湯旅館

終了：14:50

外谷正人幹事
★10/14 道灌まつりの３クラブ合同キャンペーンと地区大会の再度のご案内です。
道灌まつり 9：30～13：30 集合場所：横浜銀行伊勢原支店駐車場
例会場：こみや
当日、赤い T シャツをお持ちの方は、それを着用してください。
地区大会 集合 10：00
場所：コジマ電機交差点前のセブンイレブン駐車場
登録開始：11：30 懇親会終了：18：30 バッチとネクタイ着用

会場：茅ヶ崎市民文化会館

卓 話

鈴木油脂株式会社

鈴木

康弘君

昭和 43 年生まれの 50 歳です。伊勢原で育ち、高部屋小学校、山王中学校、
秦野高校へ通いました。大学は、京都にある同志社大学へ入り、4 年間、京都で
過ごしました。大学卒業後は、サントリーに就職しました。技術系で入ったので、
ビール工場やウィスキー工場、ワイン作りなどを研修し、その後は、東京赤坂の
オフィス勤務でした。サントリーは、企業メッセージとして｢水と生きる｣という
ことを謳っていますが、私は｢油と生きる｣ことを選択し、4 年間でサントリーを
やめて、現在の鈴木油脂に入り、以来 20 年以上、油にまみれて仕事をしていま
す。
鈴木油脂は、創業 50 年で、私の父親が伊勢原の石田の地で創業して、現在は、
石田と歌川の工場 2 箇所で仕事をしています。油の仕事をやっているのというと、
たまに間違われるのですが、エンジンオイルとか機械油といった鉱物油ではなく、食用油脂に関する仕事をしています。
事業としては大きく 2 つに分かれて、食用油脂を製造する仕事とリサイクルする仕事です。食用油脂の製造では、豚とか
牛の脂肪から食用の油脂を抽出しています。豚の脂肪から作る油はラード、牛の脂肪から作る油は牛脂ということです。ス
ーパーに売っている加工食品のカレー、カップラーメン、冷凍食品を見ていただくと、原材料表示のところに豚脂や牛脂と
か動植物性油脂とか書いてあります。中華料理、マクドナルドのフライドポテトを上げる油とかに使われています。
これまでは、ラード、牛脂が主力製品だったのですが、最近では、油に臭いを着ける仕事もおこなっています。シーズニ
ングオイルといって、もともとは無味無臭の植物油に、香味原料のニンニクとかネギとかエビとかで臭いをつけた製品です。
今日は 15 種類もってきましたが、これらのシーズニングオイルを加工食品や飲食店向けに 100 種類以上は作っています。
真っ黒い油は、マー油といって、ニンニクをラードで揚げて真っ黒になるまで焦がした油です。このマー油は味の素の冷凍
チャーハンに使われていています。このシーズニングオイルを作る工場は、7 年前に飯田先輩の会社に設計、建築してもら
っていただいた工場で、おかげをもちまして、当社の稼ぎ頭の製品を作れるようになっています。
もう一つの事業が、リサイクルの仕事です。レストランや、飲食店で揚げ物をした後の使い終わった廃油を回収してリサ
イクルをしています。神奈川県内の小学校の給食施設、マクドナルドやケンタッキーフライドチキン、また、最近ではどの
コンビニでも揚げ物やっていて、コンビニからも廃油が出てきます。セブンとファミマで神奈川県内に 2000 件あり全て回
収しています。神奈川県内の油を集めて、月 1000t 弱、年間 1 万トンの廃油をリサイクルしています。リサイクルされた
油は、鶏のエサにカロリー源として使用されたり、ヨーロッパへバイオディーゼル燃料の原料として輸出され、ジェット機
や車の燃料として使用されています。
大学時代京都にいたころ、比叡山の延暦寺で聞いた話が心にのこっています。比叡山延暦寺に根本中堂という本堂のご本
尊の前に大きな灯篭が３つあります。その灯篭の火は、天台宗の開祖である最澄が、比叡山に篭り修行した際に、自分の手
で彫った薬師如来像の前に灯した火で、その火が 1200 年間の間、一度も消えずに今に続いているということでということ
だったのです。いわゆる有名な「不滅の法灯」です。その法灯は、菜種油で火を灯しているので、油を継ぎ足し、継ぎ足し
しているのですが、半日や 1 日ぐらい油をやらなくても火は消えないそうですが、気を抜いてしばらく忘れたり、油をこぼ
してしまったり、はたまた災害に見舞われると、火は消えてしまう、油が途絶え火が消えるということは、最澄の教えが断
たれてしまうことを意味することから、｢油｣と｢断たれる｣で油断大敵の油断ということばの由来にもつながるという話でし
た。
鈴木油脂は油の会社ですので、油が途絶えてしまうと会社の灯りが消えてしまいます。油断せずに、地域の貴重な油を有
効活用させていただき、社会に貢献していきたいと思います。

卓 話

秋山興業株式会社

秋山

哲也君

秋山興業の秋山です。
弊社は、元々4つの会社で異なる事業を展開しておりましたが、昨年、
アズホールディングスという持株会社を設立いたしました。
会社の規模に関わらず、異なる事業の会社を束ねていくことに色々と
苦労しておりました。人の問題をはじめ、お金の問題、これから先に
起こる相続、事業承継の問題など頭の痛いことが多くありました。
そんな時に横浜銀行さんに何げなく相談したところ、税務のコンサル
タント会社を紹介して頂き、改善策の提案をして頂きました。
持株会社制を提案されたものの当初、持株会社は大企業にしか関係のない仕組みだと思っておりました。
専門家ではありませんのでうまく説明できませんが、持株会社には様々なメリット、デメリットがあるようです。設立
から1年が経ちましたが今のところメリットの方を多く感じています。その理由と致しましては、各会社間の資金の移動
が税務的なことを考えずにスムーズに行えること、株式など資本関係の整理ができたことにより相続、事業承継の対策
を行うことが出来たということがあります。
デメリットは、持株会社への移行コストがかかったことと維持するコストが少し増えたということです。
次に各会社の事業を簡単に説明させて頂きます。
［秋山興業］
先代の父が創業した会社です。2本の事業をやっておりまして、一つはビルメンテナンス業です。清掃、緑地管理、貯水
槽清掃、害虫消毒などが主な事業です。
もう一つの柱は、プラスチックリサイクル業です。元々は産業廃棄物処理の会社でしたが、プラスチックに特化すること
により、今一番力を入れている事業です。皆さんもニュースで聞くことが多いと思いますが、プラスチックのリサイクル
の事業は逆風が吹いております。そんな中で、この事業に特に力を入れています。この夏、名古屋に倉庫を買い、進出し
ました。
［秋山商事］
レストランとケーキ屋をやっています。これは私が始めた事業です。元々食べることとお酒が好きなので、イタリアン
レストランを始めました。
［秋山モータース］
祖父が始めた会社です。現在は運送業が8割位で、トラックに特化して事業を行っています。
［Ｌ＆Ｓエンターテイメント］
六本木でショーパブをやっていて、マジックショーをやっています。先日、天野さんと萩原さんがお越しくださいました。
お近くにお越しの際は、是非いらしてください。
最後に自己紹介をします。
私は、鈴木さんの後輩で、高部屋小学校、山王中学校、桐光学園、青山学院大学を卒業しました。家族は、妻と中１の長女、
小3の次女、年長の長男の５人家族です。ロータリーに入って、米山と言う言葉をよく耳にしますが、うちの娘も青学の初等
部に通っていますが、青山学院の初等部を作ったのは米山さんだと言うことを知り、びっくりしました。
可能な限り寄付させて頂きます。

