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皆さま、新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお
願い申し上げます。本日は本年度第26回例会に多数の皆さまにお越し
いただきまして、誠にありがとうございます。
まずは、12月20日の年次総会とクリスマス家族例会、たくさんの会
員さんとご家族の皆さまにご参加いただき、盛大に開催することがで
きました。誠にありがとうございました。芳賀委員長をはじめとする
親睦活動委員会の皆さんにも改めて感謝申し上げます。
年明け、１月７日には上尾商工会議所の新春賀詞交歓会が開催され
当クラブも例会振り替えということで、多数の会員の皆さまにご参加
いただきました。ご参加の皆さま、大変おつかれさまでした。皆さま
のご協力のおかげで、本年度も無事に折り返し点を過ぎ、下期がスタ
ートしたところです。引き続きよろしくお願いいたします。
さて、皆さまは年末年始、いかがお過ごしでしたでしょうか。私は
年末は家族４人で長野県の蓼科高原にスキーに行ってまいりました。
スキーから戻り、大晦日は剣道の年越し稽古に参加して汗を流しまし
た。大晦日の夜から元旦、そして自分の誕生日の１月２日、３日と、
毎日、昼間から飲んでお昼寝をして、夕方起きては夜中までまた飲ん
で、という冬休みを過ごしました。
皆さまご承知のとおり、昨年の漢字は「災」という字だと発表され
ました。昨年の会長挨拶を振り返ってみますと、夏から秋にかけて、
西日本豪雨、記録的な酷暑、多数の台風や豪雨被害で関空が水没、北
海道胆振東部地震、12月に入っての夏日かと思いきや年末には記録的
な寒波到来と、多数の災害があり、年の明けた現在でも、自宅に戻れ
ずに不自由な生活を余儀なくされている方がたくさんいらっしゃいま
す。１日も早い復興が待たれるところです。
本年、2019年は元号も変わります。年始の豊洲市場の初セリで、
270kgの大間のマグロが史上最高値の３億３千万円で落札されたとい
うニュースもございました。握り１貫あたり約３万円とのことです。
「災い転じて福となす」という諺がありますが、心機一転、この2019
年が皆さまと上尾ロータリークラブにたくさんの「福」を運んできま
すように心からご祈念申し上げ会長あいさつとさせていただきます。
本日もどうぞよろしくお願いいたします。
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行事予定
1月31日 新年例会
於：恵比寿亭
2月1日 障がい者作品展示
〜4日 即売会 於：丸広
2月14日 卓話「台南親睦旅行
報告」芳賀親睦委員長
2月21日 新会員卓話
大木崇寛会員
2月27日 ＩntercityＭeeting
於：クレアこうのす
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宇多村 海児幹事
◇「会費納入のお願い」を皆様のお手元に配らせて
いただきました。下期会費、友好クラブ関連費を、
１月31日（木）までにお振込みお願いいたします。
◇第29回上尾市障がい者作品展示即売会が２月１日
〜４日に予定され、受付当番表をお配りしました。
交代希望者はご自身でお手配をお願いいたします。
◇訃報です。鴻巣水曜ＲＣ第21代会長の寺澤銀三会
員が１月２日に逝去されました。心からお悔やみ申
し上げます。

委員長報告
社会奉仕委員会 野瀬将正委員長
幹事報告にあったように、上尾市障がい者作品展示
即売会の当番表をお配りしました。
また概要についても
お配りし、従来と違うのは、
１店舗につき300円のお買い
物をしてじゃんけんに勝った方が記念品の券をもらえる
という特典があり、販売促進、会場を盛り上げていきた
いとのことです。
よろしくお願いいたします。

地 区 から表 彰

感謝状授与

2017-18年度 地
区国際奉仕部門委員
長を務めた大木保司
会員に感謝状が授与
されました。

例 会 主 題

山田

新会員卓話

和弘 会員

新会員卓話ということで
パワーポイントを作ってき
ました。精一杯、私のお話
をしたいと思います。
まず
私の生い立ちですが、昭和
46年に、大宮の南銀座の
方で生まれました。生まれる１カ月前にもらい火で家と
会社が燃えてしました。18歳から海外に行っていて、ア
メリカ
（カリフォルニア州、ジョージア州）、そしてメキシ
コの大学へ、
さらにはブラジルで半年ほど仕事をして、
24歳で帰国し築地の水産会社に入社しました。26歳で

実家に帰り、父がやっていたヤマショウフーズに務める
ことになりました。ヤマショウフーズは祖父の代、昭和14
年に創業し、鶏や卵の販売を行っていました。2005年
に父から会社の一部を引き継ぎ、私が代表取締役とな
って経営をしています。父はその年に癌で他界しました。
弊社は鶏肉屋です。鶏肉にも多種ありますが、本業と
して扱っているのは親鶏の加工処理・販売です。日本全
国をシェアに、工場は青森、群馬、九州、岡山にあります。
ヤマショウフーズ単体で現在の従業員数は405名、売
上は80億円あります。20社ある全グループ（ホールディ
ングス）では従業員数626名、総売上は98億円です（平
成29年9月期）。
本業のＫＳＫカンパニー（工場）、ヤマショウフーズの
年間処理羽数（親鶏）は約1,150万羽です。たぶん皆さ
まもお召し上がりになっているだろうなという商品は、焼
き鳥の缶詰です。普通のブロイラーとは違い、加工品に
特化した親鶏肉を日本でいちばん多く扱っているのが
弊社です。
また東異本・西日本と会社が大きく２つに分
かれていて、焼き鳥・串カツ、牛・豚・ラム・馬などの肉を
加工メーカーや業者に販売しています。
外食小売事業部は飲食店・惣菜店を展開しています。
主な店は、上尾の石焼・鶏そば 山田鶏屋、ecute立川や
八木橋百貨店にある惣菜店の山田鶏屋があります。直
営では今年３月頃、大宮市場にCalorie&Oilyという子
供食堂をオープン予定です。上尾市東町にある本社１Ｆ
セントラルキッチンでは開発加工を行っています。(株)
H.I.T.Oは蓮田に２店舗あります。大宮のちろりは、高級
な鮨・割烹です。大栄橋近くにある(株)洋吉「桃栗」は江
戸・小料理店です。大宮市場にある(株)山正は「いさば
寿司」
と
「魚がし天ぷら」の２店舗があり、コストパフォー
マンスも良く、人気があります。大宮市場内には市場を
盛り上げようという惣菜店があります。
また私はもともと
水産会社にいたので魚の仲買の免許もあり鮮魚を販売
しています。市場仲買店は活魚車も保有していて、近海
の漁港から鮮魚・活魚を仕入れています。
(株)ヤマショウフードサービスでは大宮駅近くに居酒
屋「壱」
と宮原駅近くに鶏そば・骨付き鶏「金嶋」があり
ます。飲食店でさまざまな名前・業態があるのは、お客
様単価を変えて展開しているからです。大宮には「掌（た
なごころ）」
「魚匠 基（もとし）」
もあり、グループで総数は
飲食店13店舗、惣菜店３店舗、仲買１店舗になります。
そしてヤマショウロジグループという運送事業もあり
ます。モノを作る会社と、モノを運ぶ会社は、世の中がど
んなに便利になってもなくなることはないだろうという
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私の考えのもと、
５年前に立ち上げました。
トレーラー２
組、大型車47台などを保持し、(株)タイヤステージ北関
東整備工場、(株)エス・ケイ損保サービスがあり年間16
億円を売り上げています。ヤマショウ・テクノロジー(株)
はＩＴコンサルティング事業、ハウスクリーニング、障害
者福祉支援施設を行っています。TAKEDA ENTERPRAISES Incはアメリカ・ロサンゼルスで自動車修理・
販売を行っています。
ここまででまとめると平成16年度に26億8千万円で
始めた会社ですが、紆余曲折も経ながら毎年前年比
10%ずつ右肩上がりで業績を伸ばし、昨年度は100億
円を超えました。
業績を徐々に伸ばしていった平成20年頃は、私の人
生の考え方のひとつが変わった年でもあります。今まで
は自分の夢を叶えるために、社員たちに話し事業をトラ
イしていました。でもそのような事業はほとんど失敗する
んですね。なので自分の夢を叶えるのをやめて、
「人の夢
を叶えよう」
と考えを変えました。そして毎晩、いろいろな
方と夢を語る人と出逢い、その夢を私が叶えるお手伝い
をできないか話し合い、そこから会社が増えて、業種が
増えて、組織をホールディングス体制にして、現在の業績
に至った次第です。
話は変わりますが、2011年に青年会議所に大木崇寛
君と入会させていただきました。父が他界したので、会
社経営について誰にも相談できなかった頃で、当時のＪ
Ｃの先輩方は朝まででもとことん相談にのってくれまし
た。そこでいろいろ学び、先輩方の応援のおかげで今の
ような会社の形になっています。40歳でＪＣを卒業する

まで頑張りましたので、皆様からのご恩は少しは返せた
のかなぁと思っています。自分一人では何もできず、大切
な仲間がいて、夢が少しずつ叶っていくのかなぁという
のがこの頃です。
今後のヤマショウグループは、社員一人一人の夢を
叶えるべく、いろいろなプロジェクトが動いています。昨
年12月26日、ハワイのアラモアナショッピングセンター
に新店舗がオープンしました。
また今年３月オープン予
定のCalorie&Oilyという子供食堂があります。小学生
以下のお子様には基本タダで食事を提供しようという
試みです。弊社が取引をしているいろいろな企業に協力
を依頼していて、なんらかの事情がある食品を、寄付ま
たは安価でお譲りいただいてボランティアさんを活用し
ながら子供食堂を運用していきたいと考えています。
ま
た香川でミシュランを獲ったうどん店から全国展開しよ
うという考えが出てきています。それからタイに拠点を作
って事業展開をしていこうという考えも出てきています。
またロサンゼルスにある和食レストランを買収すること
がほぼ決まっていてアメリカで展開していきたいなと考
えています。サンフランシスコでは自動車販売及びリース
販売事業を弊社が引き受けるという話が進んでいます。
最後にまとめると、
「夢」っていつか叶うのかなといつ
も思っています。私は夢を持っている人と一緒になって、
その夢を少しでも叶えていけば、最終的には我がグルー
プ会社のブランド価値が上がったり、従業員の笑顔が
増え、将来も必要とされる会社になるのではないかなと
いう信念をもって日々邁進しています。
ご静聴いただきあ
りがとうございました。

スマイル
樋口会長／宇多村幹事／須田副会長／斎藤修弘副幹事／武重会員／岡野会員／
大塚信郎会員／齋藤重美会員／村岡会員／尾花会員／大木保司会員／名取会員／
大塚崇行会員／齋藤博重会員／藤村会員／野瀬会員／長沼会員／門崎会員／
春日会員／丹井会員／山田会員／大木崇寛会員

出席率
出席 会員数
欠席 欠席数

山田会員、卓話をご披露していただき
ありがとうございました！

前々回確定
修正（％）

38
13

出席数
25
（％） 65.79

100.00

欠席数 0
（Ｍ・Ｕ） 0

新春賀詞交歓会
第２764回 例会
２０１9. 1. 7

於：東武バンケットホール

職業奉仕移動例会
２０１9. 1. 17

於：テレコムセンタービル 東京都立産業技術研究センター

公募型共同研究 平成30年度でIoT共同開発が採択された(株)名取製作所様の案内で
東京都立産業技術研究センターにお訪ねし、中小企業によるIoTを活用したビジネ
スチャンスの可能性について説明を頂きました。近未来のテクノロジーの一端を伺
う機会を設けてくださった名取会員、坂本委員長、ありがとうございました。
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例会日 毎週木曜日 12：30〜13：30
事務所 〒362-0035 埼玉県上尾市仲町1-8-31 新和エクセルビル303
例会場 東武バンケットホール４F（ポリアス）
ＴＥＬ 048-775-7788 ／ FAX 048-776-9799
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第２766回 例会

職業奉仕委員会 坂本忠光委員長

