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ロータリーは世界をつなぐ

本日 第 776 回 2020 年 2 月 25 日(火曜日)768 号
＜本日のプログラム＞ Today’s Program
◇ 点 鐘
◇ ロータリーソング
「我らの生業」

卓話演題：
「クラブフォーラム」
この半期を振り返っての反省会
進 行 ：会長・幹事

前回 第 775 回例会 2020 年 2 月 22 日（土曜日)記録
場所：キャッスルプラザ
受付時間：12：00～
＜出席報告＞
員 総 数

18 名

出 席 者

7名

出 席 率

38.88%

東尾張分区

ガバナー補佐

山田直樹

本日は東尾張分区 IM 大会にご参加いただき誠にありがとうございます。今回も全員登
録をいただき 270 名のご出席予定で準備を進めてまいりましたが、新型コロナウイルス
の問題で頭を悩ますことになりました。2 月 18 日開催しました東尾張分区１２RC 会長幹事会にてご説明し
今回の IM 大会への参加不参加を各々のメンバーのご意思にて決めて頂くことで決行となりました。そうい
う中で本日これだけの数の皆様のご出席をいただき大変うれしく思っております。ホテル側も我々主催者
側もマスク、消毒液の準備その他で万全を期す態勢で臨んでいます。
本日は友愛のひろばで懇親を深めていただき、入会 3 年未満のメンバーを対象とした新人研修会（2760 地
区研修委員会の早川委員長と古田副委員長のご尽力を賜っています。）を行い、その後式典、各クラブの奉
仕事業をビデオにてご紹介、宗次德二氏（カレーハウス CoCo 壱番屋創業者）の講演を予定させていただき、
研修を中心にして進めてまいります。最後まで共に学び明日からのロータリー活動に生かしていければと
願っています。宜しくお願い致します。

尾張旭ロータリークラブ
東尾張分区

会長

加藤清久

山田直樹ガバナー補佐主幹の下、2019-20 年度の IM を開催致しました

ところ、多数の会員の皆様のご参加をいただき、心より御礼を申し上げます。
インターシティミーティングは、元は、インターシティージェネラルフォーラム（都市連合フォーラム）
と呼ばれておりました様に、それぞれのクラブを超えて分区という大きな枠でロータリーアンが集い、親睦

を深める中、ロータリーを考え、討論するまたとない場でございます。
そのテーマを「つながろう！我らの心と我らの町と！！」とさせて頂きました。どうか限られた時間では
ありますが、メンバー相互の絆と、クラブと地域との深いつながりについて考え話し合う、実り多い時間に
して頂ければ幸いです。
本日御参加頂きました皆様に重ねて感謝申し上げます。

東尾張分区 IM 実行委員長

箕輪

良孝

本日は、天候の悪い中、ご出席いただきありがとうございました。コロナウイルスの件
で、開催についても協議をいたしましたが、ホテル側も万全を尽くし、私たちも感染予
防にできる限りの努力をするということで、開催させていただきました。今回変わりつつある社会情勢にロ
ータリーも変わって行かなければならないとの思いで、新たな試みを実施し改革をしました。多々不行き届
きの事があると思いますが、ロータリーの友情にてご寛容いただきたく存じます。
本日は、誠にありがとうございました。
【基調講演】

テーマ「カレーなる私の人生」

宗次徳二氏

皆さんこんにちは。私は 1948 年生まれの 71 歳。昨日もカテーテルや心電図などいろい
ろな検査を受けて来ました。今日は「カレー(華麗)なる私の人生」ですから私の好きなこと
をお話すればいいのですが、現在私は悪玉撃退の最後の手段で 2 か月前に「皮下注射を打ちましょう。1 回 1 万
円で死ぬまで打たなければいけませんよ」と言われ、実施しています。1 回目は病院で教えてもらいながら、2 回
目は自宅で説明書を読みながらやってみました。ところが 1 週間前に針がちっとも入らなくなり、かかりつけの
医者に電話して…という事態になりました。効果としては 1 回目で下がり過ぎるぐらい数値が下がりましたが、
そんなことはいいですね。
現在私は皆さんのようにゴルフはしませんが、毎朝栄の街の掃除をしています。これはすごくいいですよ。
久屋大通りから東は東新町交差点まで 413m、球根のチューリップ、水仙、あとはクロッカス、沢山咲いてい
るのはパンジーです。240 ポット 400 円、年間 200 万円、ポケットマネーで花を注文して買って、今はきれいに
咲いています。
ゴルフは 43 歳からやり始めました。最初は喫茶店をやるので 500 万貸して下さいと言ったら貸してくれたの
が岐阜信金さんで、それから全て岐阜信金さんにお世話になっています。そのメインバンクである岐阜信金の支
店長さんからゴルフ会員券を買い「ジュニア選手権に子供と一緒に見学に来て下さい」と言われて行ったのが、
沖縄の宮里優作君が小学校 6 年、藍ちゃんが 6 歳の時でした。そのとき優作君は 2 位だったのです。
せっかく買ったのだからとゴルフを始め、打ちっぱなしから本格設計施工の 1500 坪のショートコースを作り
ました。ところが私のゴルフ、うまくなっても誰も喜んでくれません。趣味の世界はつきあいで、今の時代はお
客様や社員に喜んでもらうことしかできない時代ですね。
コロナが発生して 2 か月です。売り上げが下がった所が多く商工中金さんが特別融資、安倍首相も助成を考
えているとか。こういう時のために、社長がコツコツと貯めて積み上げ、内部留保を厚くして「半年や 1 年ぐら
い大丈夫だよ。難局を乗り越えよう」というのが経営者だと、この話を聞いて思いました。100 歳時代を迎えて
70 歳、定年の時に 2 千万無いとそれこそ他力本願にならざるを得ない。何事も計画が大事で、今やれるうちに
目いっぱいやることが必定です。
皆さんはロータリークラブで切磋琢磨して社会貢献して経営をされているでしょう。自転車操業で半年しか
もたないと社員を解雇しなければならない、社員の給料削らざるを得ない、在庫調整して利益を上げている、と
いうような経営をしていると余裕がなくなりますよね。給料を上げてあげたくても上げられない。普通にやって
いれば金融機関が貸してくれますし、せっかく苦労して集めた社員は、しっかり社員教育しなければ育たない。
しかしやめていくので求人広告を使わざるを得ない。そこへきて働き方改革です。

大手は 130 日前後の休みがあってプラス有給休暇ですから中小零細企業は太刀打ちできません。一番大事な
のは、社長が一番仕事をすることでしょう。
代々継承されている会社は多いと思いますが、それは経営基盤ができた上での社長就任です。私みたいな創業
経営者は一から始め、嫁さんと二人でやり続けること貫きました。喫茶店ではピーナッツのおつまみもサービス
で置き、30 円頂きました。CoCo 壱番もラッキョウ 30 円。こんな店は無いでしょう。
こんなような調子でいつも行き当たりばったりです。
経営は面白いです。将棋をさす人、絵を描く人、小説家、スポーツ選手、いろいろありますが、成功するには
経営が一番簡単です。
息子は、初めてゴルフを観に連れて行ったのがきっかけで、今はプロゴルファーです。25，6 歳でプロテスト
に通っただけでも凄いなあと思います。通るのは 60 人に一人ですから。
ある程度自信が無いと受けられないし、最後まで行くと 100 万かかるそうです。その年は 3,500 人くらいが
受験して合格は 53 人。めちゃくちゃ狭き門です。チャンスはあるけど試合に出させてもらえません。生涯獲得
賞金はまだ 500 万円も行ってないと思います。とても過酷な仕事です。今期シードをとっても来期は保証されて
いるわけではなく、ちょっと怪我したら終りなのです。まだ 40 ですから子供のために頑張ってほしいと…。元
気でいてくれればいいという考えです。
プロゴルファーに限らずスポーツ選手は大変です。プロ野球選手もドラフトにかかる選手も一軍で活躍でき
る選手も 1 割ほどで、期待されていてもそのまま終わってしまう人が殆どです。
それに比べれば社長業で結果を出すのは簡単です。一生懸命努力をして朝は誰よりも早く起きて会社に行き、
花でも育てます。プランターにパンジー、グリーンベルトの中にプランターが並べてあります。今年は暖冬です
から今でもきれいです。
社長業は一生懸命やれば 1 年間の目標は達成できます。今季の目標ぐらいはできます。目標です。夢ではあり
ません。
私は 20 歳から仕事をはじめ、53 歳で CoCo 壱番屋を引退しました。現在は取締りでも何でもなく、創業者と
いう肩書だけは使っています。仕事のことで私が下手に中に入ると大変ですから、一切関わりはありません。経
営陣と年に 2~3 回食事するくらいです。今でもよく「なぜ、ゼロから立ち上げた喫茶店から始まって CoCo 壱番
1 号店を出した会社を、赤の他人に譲ることができたのですか」と質問を受けます。なぜなら私は身内が一人も
いないのです。跡を任した人は根がまじめで誠実です。
「やり尽くしたからそういうことができたのですね」と言われて「そうですね」と答えました。
朝 4 時から会社に行って、年に 15 日くらいはゴルフなどで休みました。43 歳でゴルフ始めたからか、私は
全く上手くなりません。でもゴルフは 100 を切ったら大変です。私は 110 くらいですから、パーでグリーンに乗
ったりバーディー取ったりしたら気持ちがいいです。うちの嫁さんが私につけたあだ名は「パー德二」です。
こうして下手なままでしたのでもうやめようと思いましたが、社員とやるゴルフは無条件で楽しいです。で
も、ゴルフは時間が 6 時間もかかるのでもったいないと思っていました。それも、1 万円払ってまでやるのはね。
可児市に移ったのは子供が 10 歳の時ですから 30 年前です。健康保持などの名目で、たいていの人はゴルフをや
りますよね。事業や経営に役立つという人や周りの評価が高まればいいですが、私はダメでした。
今私は中区栄で音楽ホールをやっていて、その上に住んでいます。それまでは 4 時 10 分起きにこだわってい
ましたが、名古屋に来てからは 3 時 55 分で 3 時半に目が覚めたらもう起きます。早起きは体内時計がそうさせ
るので、半年~1 年続けたら習慣になります。朝の花壇への水撒きは大変ですが、市が 7 か所水を使って下さい
と用意してくれました。協力があったからできています。
私は 80 人くらい奨学金を提供しています。活動報告を義務づけていてそれを見ています。楽器を贈っている
学校からも活動報告が来ます。今日も私の本などのパンフレットがありますので、心ある経営者からご協力の申
し込みがありますでしょうか？
私の人生いろいろあり、
「宗次さんのような人はいないんじゃないですか」と言われます。私は肉親ゼロなの
です。今でも血がつながっているのは 40 歳の息子だけです。
石川県生まれ、幼少期は孤児院で育ちました。虐待ではなく親が育てられなかった時代です。3 歳の時に商売

をやっている宗次性の養父母に引き取られたけれど、貧しい生活でした。養父はギャンブルにのめり込み、電気
代、水道代、家賃が払えずに玉野市に夜逃げ。その後はあちこち転々とする極貧の生活を送ったものです。
玉野市から生活保護をいただいても、父親はギャンブル好きなので市の経営する競輪へ返すという、本当にひ
どい父親でした。ギャンブル依存症は悲惨ですよ。父親がそうだったので心底思います。でも戸籍まであるのは
本当にラッキーです。そういう父親に鍛えられて苦労しました。
「おしん」ならぬ「おじん」です。私の人生をド
ラマにするといい、とテレビ朝日の人が言っていましたが未だにそうはなりません。でも全ては済んだ過去です
から今があるのです。頑張りました。
「人を頼りにしない、人に相談しない」という自立精神が若くして養われた
訳です。
ところで、スーパーなどでイカをカットした端切れもの、私の作る飛騨牛ビーフカレーは美味しいですよ。あ
とはシーフードカレーとかキーマカレー。飛騨牛をミンチにして冷凍にして 100 人分くらい作ります。
結婚 30 周年経った朝、
「別れようよ」といきなり言われたことがありました。東京での講演会帰りに八重洲
の大丸横の小さい花屋さんでバラを 30 本買って帰ったのに、11 月 12 日の朝、出掛ける時にいきなり「別れて
よ」そう言われたのです。
「何で」と思いました。普通の生活をしていたのに。
「あなたなんて山形と青森の間よ」
って。つまりあきた（秋田）っていうことです。25 歳からずっと一緒に居ますから。
お店はじめてから CoCo 壱番でフランチャイズなどいろいろやりましたが、コンサルタントはいません。全部
自分でやりました。道なき道を現場主義で真剣にお客様にあたれば、目標を何としてでもクリアしようと頑張る
ことができます。現場だけで十分ですね。
全国大会に出るのに楽器が無くて困っているという相談を受け、寄付したことがあります。学校の部活という
のは大変です。その中で生き抜くだけでなく、勝ち抜かねばならないから。
経営では増益増収が一番いいですね。社長は一生懸命やる、特に創業社長は倒れる寸前までやる。すると絵に
描いたような右肩上がりです。利益も右肩上がりです。右肩上がりを続けると経営上の問題は発生しません。給
料も上がり「役員目指します」という社員もいて意気も上ります。見通しも明るく、業績も上っている状態であ
れば良い後継者が育ちます。仮に会社の後継者の適任者がいないとしたら売ってしまえばいいのです。会社の価
値が上がっているのであれば、いい値で買い手がつきます。予測のできないことに直面した時でも、半年や 1 年
持ちこたえられるのであれば、何の心配もいりません。そのために経営の勉強をしようと前向きにとらえられる
ことができます。右肩上がりの経営をめざすことで経営者が頑張り続けることが出来るのです。経営というのは、
存続して栄えるものをいうのではないでしょうか。この期間だけ頑張ればいいのではなく、今これからが大変と
いう時には、明日からの経営を考えて下さい。基本に戻って、寝食忘れて働くことのできる経営者であること。
経営者の働き方改革は、倒れる寸前まで頑張り続けなければならないと思っています。
増益増収を続けると、格差に苦しんでいる人々に色々してあげられます。子ども食堂に援助することができま
す。ボランティアをすると、子供たちは生き生きとします。そういった助け合いをすることが出来ます。溺れか
かった人を見逃せない。何とか自分の手で助け上げる。それが危険なら大声上げて助けを呼ぶ。助け合いをしな
いといけません。ホームレスをはじめ、困っている人は多いのです。
ロータリークラブの皆さんが、今後も奉仕の精神で社会貢献をし、さらに皆さんの事業が益々発展されることを
願って、本日のお話を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。

東尾張分区 IM 式典会場

新会員研修会①

新会員研修会②

新会員研修会参加
（小笠原多恵さん）

ロータリークラブ活動紹介①

3 月 3 日(火)
祝福
クラブフォーラム

（トヨタ博物館）

ロータリークラブ活動紹介②

3 月 10 日(火)
夜例会
卓

ガバナー伊藤靖祐

3 月 17 日(火)
同週祝日振替休会

話

（華 野）

ガバナー補佐

山田直樹

3 月 24 日(火)

クラブフォーラム

（トヨタ博物館）

