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国際ロータリー第 2530 地区

本日のプログラム

会 長 あ い さ つ

職場訪問例会
2019-20 年度会長

右近

内池醸造㈱

事業所内・工場敷地見学

八郎

福 島ロータリークラ ブ会 報

2019-20 RI会長
マーク・ダニエル・マローニー

年度スローガン
「福島ロータリープライド」
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例 会 次 第

本日は内池浩会員のご好意と職業奉仕委
員会のご努力により実現の運びとなりまし
た、内池醸造㈱様の工場見学をメインにし
た職場訪問例会となっています。関係各位
のご尽力に改めてお礼を申し上げます。
さて前回は言葉の持つ力は大きく、その

2019.11.28 thu
福島ロータリークラブ
Facebook ページ
https://www.facebook.com/
fukushimarotary/

【例会場】福島市上町 4-30
クーラクーリアンテ サンパレス
【例会日】木曜日 12：30
【事務所】福島市万世町 2-5
福島銀行本店内 9F
【TEL】024-536-1010
【FAX】024-536-1011
【mail】f-rotary@guitar.ocn.ne.jp
info@f-rotary.com

会長あいさつ

右近八郎 会長

お客様並びに来訪ロータリアン紹介
内池醸造㈱ 代表取締役社長

内池 崇 様

内池醸造㈱ 工場長

島貫茂文 様

内池醸造㈱ 管理部長

ナショナルアイデンティティ（国家意識）

内池醸造㈱ 製造部次長

仁井田晃一 様

職業奉仕委員長 あいさつ

丹治正博 会員

を形成しているという話題を提供させてい
ただきました。特に日本文明では言葉に対
する感性は鋭く、言葉の持つ国民性への影

益田治幸 様

内池醸造㈱ 代表取締役会長 あいさつ

響度は非常に大きいと考えられます。本日
はその一例としてオノマトペと呼ばれる一
連の語彙について話題を提供させていただ
きます。

内池 浩 会員

幹事報告

菅沼 裕 幹事

閉会点鐘

右近八郎 会長

オノマトペというのは日本で言えば擬音
語、擬声語、擬態語といった音や感覚の表記
で様々なものを示すあるいは表現する言葉

例 会 ス ケ ジ ュ ー ル

の総称です。例えば、肌触りについて、
「さ

12月12日（木） 12：30 〜 クーラクー リアンテ サンパレス

らさら」
「ざらざら」
「べたべた」
「つるつる」

【通常例会】新会員スピーチ

「ごわごわ」など、日本語では枚挙にいとま

茂成直政 会員スピーチ

がありません。ここではどの言葉がオノマ

( みずほ証券 福島支店長 )

トペなのかなどの学問的な追求はさておき、
日本語ではこのオノマトペと呼ばれる語彙
が他言語と比較して異常とも言えるほどに
思います。この特性は研ぎ澄まされた感覚
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右近八郎 会長

文明に帰属する人の精神性を規定し、その

多いという点について話題を提供したいと

vol.

開会点鐘

や深い情緒を体感し表現してきた日本人お
よび日本文明の特性の一つですが、一方で
はあいまいな感覚の表現として日常生活で
使われ、物事をあいまいなままに積極的で
はない合意形成を助長するような風土を育
んできました。

山貫昭子 会員スピーチ
(NTT 東日本 福島支店長 )

■「友」12 月号紹介

12月19日（木） 18：30 〜 エルティ
【年忘れ家族夜間例会】
■まぐろ解体ショー・射的コーナー etc
■福島医大生アカペラサークル

12月26日（木） 理事会承認休会
1月 6日（月） 12：30 〜 ザ・セレクトン福島
【市内ロータリークラブ合同新年例会】
※ 12：30 〜に変更になりました。

唐突ですが「安心安全」という言葉があり
ます。安全は技術的問題であり安心は政治
的問題（精神的問題）です。日本人は安全よ

ここでは言葉の持つ力は大きくその文明

りなぜか安心を優先させる国民性があるよ

に帰属する人の精神性を規定しており、そ

うで、この例からも日本人のあいまいなま

の発想や社会秩序まで規定しているという

まの、つまり科学的事実による裏付けの無

主旨の一例として、オノマトペという語彙

い合意形成の傾向を見ることができます。

の豊富さから日本人および日本文明の特性

いまだに根強く残る原発事故による福島県

について述べさせていただきました。

に対する風評被害の大元には、このような
日本人の特性が大きく関わっています。

簡単ですが本日の会長あいさつとさせて
いただきます。
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本日のプログラム

職場訪問例会

内池醸造㈱

事業所内・工場敷地見学
年でしたが、東日本大震災により工場の発酵タンク 4 本
が倒壊し、28 万キロリットルのもろみが敷地内に流出す

職業奉仕委員長

丹治正博

会員

るという甚大な被害を蒙られました。更に風評被害が追
い打ちをかけ、復旧までには幾多の困難を克服されたと
のことです。

内池醸造さんは皆さんよくご存知の通り福島の老舗と

こうした試練の中にあって、大震災を機に真の地産地

して知られていますが、その歴史は、明暦元年（1655 年）

消を追求して、新たな商品の開発につなげられたそうで

に初代内池三十郎氏が滋賀県の近江八幡から近江商人と

す。内池醸造さんの企業理念は「不易流行」と伺っており

して福島に移住され、大町を拠点として生糸を始め反物

ます。150 年余の長きにわたり受け継がれてきた伝統を

や呉服、救命丸や目薬の販売を始められたのに端を発し

大切にされ、大震災という未曾有の変化に際しても慌て

ます。今から 364 年前のことです。

ずに前向きに対応された伝統の力の一端を今日の職場訪

その後、文久元年（1861 年）に 7 代目三十郎徳房氏に

問例会で勉強させていただければ幸いでございます。

より、醤油味噌の醸造を始められました。これが内池醸造

本日は、内池浩会長様、内池崇社長様をはじめ、島貫工

さんの創業年となります。爾来今日まで 158 年の歴史を

場長様、仁井田製造部次長様、益田管理部長様には、年末

刻んで来られました。その間、社名は㈱内池商店から内池

年始を控え増産体制の最中に私どものために特段のご配

醸造㈱へ変わられ、本社も大町から森合町、そして瀬上町

慮を賜りお世話になりますが、どうぞよろしくお願い申

の現在地へと移られました。平成 23 年が創業 150 年の

し上げます。

出荷量が大きく落ち込みました。ただ、そうした試練を成
内池醸造㈱

代表取締役会長

内池

浩

会員

長のバネにしてなんとか頑張っていこうと努力しており
ます。
24 年前に森合町から移転しましてからは、狭かった以
前の状況から工場用地も広がり、また世の中の食生活に

本日は大勢の皆様にお越しを頂き有難うございます。

おいて「中食」や「外食」が増える中、私どもは醤油を素材

私どもは醤油・味噌という発酵食品を扱っております。

にして「つゆ」や「たれ」を業務用に特化して注力を致し

製造の主役は麹菌や酵素、酵母、乳酸菌といった微生物で

て参りました。その甲斐もあってか、移転する前は醤油味

人間はまったくの脇役でございます。そして発酵、醸造の

噌の売り上げが 7 割を占めておりましたが、今は全く逆

メカニズムと申しますのはまだまだ分からないところが

転して「つゆ」
「たれ」の売り上げが 7 割となっております。

多ございまして、まさに最後は摩訶不思議であり、これが

それも出来るだけ大手メーカーが参入しないような販路

醸造の奥深いところではないかと感じております。また、

の差別化をして、少量多品種に迅速対応するという方針

そういったことから、全国各地で酒・味噌・醤油のお蔵

を看板にがんばっております。

が懸命な努力を続けているのもこうした理由によるもの

芭蕉が俳諧の道を説いた言葉でありますが、いつまでも

と思われます。
ただ、少子高齢化や食の多様化の時代を迎えて、国内の

変えてはならない本質を守りつつ、環境の変化にしっか

市場は相当に縮小しており、製造業者がどんどん減って

り対応してチャレンジし、新たな変化を自分で作り出そ

おります。終戦直後の昭和 20 年に全国の醤油醸造会社の

うというイノベーション、創造的破壊ととらえておりま

数は 12,000 社でしたが、現在は 1,000 社を切って 10

す。こうした理念を掲げて地域の皆様にお支え頂きなが

分の 1 以下になっております。特に福島の場合は、東日本

らこれからも頑張って参る所存でありますので、今後と

大震災に伴う原子力災害の影響で大きな風評被害を受け、

もよろしくお願い申し上げます。

内池 崇 代表取締役社長
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私どもの経営理念であります「不易流行」は、もともと

ROTARY CLUB of FUKUSHIMA 2019-20

みなさん、白衣・マスク・帽子を着用して、いよいよ工場内見学です。
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ロータリーデー ･イベント

｢福島ユナイテッドFC試合観戦・募金活動｣

11/24（日）
：とうほうみんなのスタジアム

11/24（日）
、とうほうみんなのスタジアム 2019 明治

試合当日、スタジアム内エントランス部においてク

安田生命 J3 リーグ第 32 節福島ユナイテッド FC、ヴァン

ラブブースを設置し、福島学院大学 IAC、福島東稜高校

ラーレ八戸戦において、福島 RC と福島北 RC 共同でロー

RAC、桜の聖母ミリアム RAC の皆さんと ｢END POLIO

タリーデーの募金活動を実施しました。

NOW ポケットティッシュ｣ と「ロータリーとポリオの解

これは「ポリオ根絶推進事業」として、RI と地区が推奨

説 PR チラシ」を来場者に配布しました。また、募金箱を

するロータリーデーを世界ポリオデー（10/24）に合わ

設置し、福島ユナイテッド FC の選手にも協力をいただき

せて、地域の人々にロータリーのポリオ根絶活動の取り

ながら、募金活動も同時に行いました。

組みと意義を PR するものです。

チャリティーマッチ試合会場（とうほうみんなのスタジアム）

ユナイテッド 3 選手も募金活動

IAC、RAC の皆さんとロベルトサッタオ

赤べこちゃん、RCブース前にて

私 の ひ と こ と
最近『人生百年時代』をとても意
識するようになりました。
政治の世界やニュースなどでも
清水太郎 会員
良く耳にする言葉であり、
『LIFE
SHIFT 〜 100 年時代の人生戦略〜』も読みました。
医療や生活空間、設備等の進歩により、例えば私の息
子達の平均寿命は 107 歳だそうです。これから大切
なのは『有形資産』ではなく『無形資産』
。
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正にロータリーの活動もその一つですね。60 歳や
65 歳で会社をリタイヤし、
『老後』の生活を送る…な
んていう言葉は死語になります。
我々の会社では、
【住めば住むほど幸せになる住ま
いとはどんな住宅か】という研究を研究所で始めて
おります。その第 1 段が来年以降世の中に発表され
ます。この計画もその一つですね。
如何に自分の人生を楽しむか。有意義なものにす
るか。これからも考えていきたいと思います。

