社長の
“やる気”
サポート

第10回理事懇談会・臨時正副会長打合せ会
日時／令和３年８月４日㈬
来

16：00〜16：45・16：50〜17：10

会場／名古屋東急ホテル４F雅の間

賓／名古屋中税務署

報告事項／①
②
③
④
⑤
⑥

署
長 太田 善美 氏
副
署
長 森
圭司 氏
法人第一統括官 磯貝 康孝 氏
代表理事及び業務執行理事による業務執行状況報告
コロナ禍における今後の事業活動（計画）等について
名古屋中税務署の人事異動について
会員増強運動について
福利厚生制度の推進と現状について（保険各社より）
その他 青年部会YouTubeについて
署長あいさつ

太田

会長あいさつ

善美 氏

杉浦

正樹 氏

臨時正副会長打合せ会

名古屋東急ホテル４F雅の間

組織委員会

日時／令和３年８月17日㈫ 10：30〜12：00
会場／昭和ビル９F 会議室

組織委員長

村上

来賓
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法人課税第一統括官

磯貝

NAKA 令和３年秋号

実氏

康孝 氏

今、知っておくべき
ウィズコロナの法律知識

総務委員会

日時／令和３年８月19日㈭ 10：30〜12：00
会場／昭和ビル９F 会議室

総務委員長

神谷

裕之 氏

事業委員会

日時／令和３年８月26日㈭ 10：30〜12：00
会場／昭和ビル９F 会議室

事業委員長

森田

乾嗣 氏

名古屋中税務署幹部へのあいさつ
日時／令和３年７月16日㈮ 13：00〜16：20
会場／名古屋中税務署署長応接室

名古屋中税務署署長会議室

正副会長

正副会長（６名）13：00〜13：20

代表幹事 ㈱S-point

佐々木浩一 氏

筆頭副会長 東海廣告㈱

髙橋公比古 氏

副代表幹事 秀和興産㈱

茂山

光夫 氏

筆頭副会長 瀧定名古屋㈱

瀧

副代表幹事 ㈱cokore

平木

聖三 氏

副 会 長 材惣木材㈱

鈴木龍一郎 氏

副代表幹事 ㈲いわの

岩野

司氏

副 会 長 福花園種苗㈱

吉田

豊氏

会計幹事 ㈱松屋コーヒー本店 松下

和暁 氏

副 会 長 ㈱モリタ

森田

文二 氏

問 ㈱岡本建築設計事務所 岡本

佳久 氏

会

青年部会

経営研究会

長 中部日本放送㈱

経営研究会（６名）14：30〜14：50

杉浦

正樹 氏
健太郎 氏

顧

青年部会（９名）13：30〜13：50

女性部会（５名）16：00〜16：20

部 会 長 ㈱矢場とん

鈴木

拓将 氏

部 会 長 ㈱アドバンス

副部会長 ㈱ギャロップ

鈴村

隆行 氏

副部会長 ㈱サカイリフテク 酒井恵美子 氏

副部会長 東海廣告㈱

高橋

良典 氏

副部会長 舟橋観光㈱

副部会長 ガゼル㈱

名小路

副部会長 大同生命保険㈱

長谷川麻衣子 氏

副部会長 村上金属㈱

村上

友太 氏

副部会長 ㈱山下

山下

洋輝 氏

副部会長 大成工務㈱

渡邉

大佑 氏

総務委員長 ㈱Premium Iife 井上

裕氏

淳氏

近藤眞奈美 氏
舟橋あつ子 氏

副部会長 ㈱プルリポテント 須田
顧

問 ジャスト㈱

眞野

晶子 氏
綾子 氏

広報委員会

日時／令和３年７月14日㈬ 10：30〜11：30
会場／昭和ビル３F 事務局会議室

議題／
①令和３年秋号（11月発行）の企
画・取材について
②当会会員の書籍発刊について
報告事項／
名古屋中税務署の人事異動（７/10発令）
県連 広報委員会報告について（７/16開催予定）
今後の主要行事予定について
左より二人目

女性部会

太田

太田署長

善美 新署長ほか新任署幹部の皆様が来訪

NAKA 令和３年秋号
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ぶどう

葡
萄

【 栄養と働き】

食材一覧

http：//www.meinaka-hojinkai.or.jp

糖質を多く含む………………疲労・夏バテ回復

間一社３名まで）です。

魚介・海藻

太刀魚（たちうお）

インゲン

青梗菜（ちんげんさい）

無花果（いちじく）

柿

梨

葡萄（ぶどう）

栗

必要事項を記入してFAXで送信ください。

血栓の生成抑制………………脳卒中予防
悪玉コレステロールを減らす…動脈硬化症予防

鰯（いわし）

鮭（さけ）

鱒（ます）

秋刀魚（さんま）

で、中近東から古代ヨーロッパ、中国を経て奈良時

鯔（ぼら）

ぶどうは、コーカサス地方原産の歴史の古い果物
代に日本に伝わったとされています。品種が非常に
種類が栽培されています。日本では生食用
割ほどがワインとして

野菜

万種以上存在するといわれ、日本で
～

多く、世界に
も

が大半ですが、世界的には
加工されています。

南瓜（かぼちゃ）

茗荷（みょうが）

冬瓜（とうがん）

芋・茸

さつまいも

果実

椎茸

しめじ

里芋

種に多く含まれています。活性酸素を取り除き、老

皮の表面に“ブルーム”と呼ばれる白い粉がしっ

【 調理の秘訣】

疲労回復効果があります。

やすく、すぐにエネルギーに換わるので、即効性の

や果糖などの糖類。これらの糖分は体内に吸収され

また、甘味たっぷりのぶどうの主成分はブドウ糖

果が期待できます。

化を防ぐ効果、視力の回復や肝機能の向上などの効

のあるポリフェノールの一種で、黒や赤の皮色の品

違いによるものです。アントシアニンは抗酸化作用

ますが、これは皮に含まれるアントシアニンの量の

ぶどうの皮の色には、黒系・赤系・黄緑系があり

8

かりついているものほど、味も鮮度も良品です。軸

る福利厚生事業を行っています。補助金は１名につき5,000円（年

旬

旬

旬

1

がしっかりしていて、実のつき方が密なものを選び
ましょう。

NAKA 令和３年秋号
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受診の申し込みは、申込書（法人会ホームページ→福利厚生）に

当法人会では会員企業向けに健康診断費用の一部助成が受けられ

60

愛知健康増進財団

資料提供／一般財団法人

■人間ドックのご案内

主な働き

50

旬

旬

健・や・か・サ・ー・ク・ル

主な栄養素

（100g中）
�������������������������
・エネルギー
59kcal
・脂質���������������������������������������� 0.1ｇ
・炭水化物������������������������������ 15.7ｇ
・カリウム������������������������������� 130㎎
・ビタミンＣ������������������������������� ２㎎
・食物繊維�������������������������������� 0.5ｇ

ものづくり愛知の至宝
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きょう
め い
し ょ
も
よ う
こ
そ で

［解説］ 江戸中期
綸子／友禅染・刺繍・墨絵

京名所模様小袖

松 坂 屋 コ レ ク シ ョ ン

提供／一般財団法人 Ｊ. フロント リテイリング史料館

こ そで

やぐら

かた わ ぐるま

きよ

小袖の左腰に芝居の櫓、裾には片輪車の側に五条大橋、小袖前面には清
みず

おと わ

ほうかん じ

ゆうぜんぞめ

約一万点に及ぶ「松坂屋コレクション」は、呉服デザイ

水の舞台や音羽の滝、法観寺の五重塔といった京の名所が友禅染を用いて

ンのために収集された経緯から、松坂屋では近年までほぼ

細やかに表されている。名所風景を友禅染で表す小袖は十八世紀前期から

社外秘の扱いとなっていましたが、平成20年 (2008) に開催

ひながたぼん

中期にかけての小袖雛形本に頻繁に見られ、当時の流行であった。この小

した「小袖

袖もこうした風景模様を表すが、模様構成については江戸時代中期以降に

公開されました。

多く見られる単位模様を小袖全体に散らす構成への兆しが認められる。
くも ど

たけたちばなうめ も よう こ そで

次号は、「雲取りに竹 橘 梅模様小袖」です。
松坂屋史料室展示の案内
第47回企画展 松坂屋京都仕入店 収蔵品特別公開
会期／開催中～令和3年11月22日㈪
第48回企画展 #松坂屋ヒストリア小話 傑作選
会期／令和3年11月26日㈮→令和4年2月21日㈪
※会期・タイトル等変更になる場合がございます。

江戸のオートクチュール」をきっかけに一般

J. フロント リテイリング史料館は、松坂屋コレクション
が染織参考館の閉鎖で京都から名古屋に移管されたのを機
に、日本の染織文化の発展に貢献することを理念に設立さ
れました。
松坂屋美術館に隣接する松坂屋史料室では、①呉服デザ
イン・意匠・史料 ②大丸松坂屋百貨店の創業・歴史に関
係する史料など、テーマを設定した展示を開催しています。

NAKA 令和３年秋号
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吉田
学氏

14
15

日本経済を救う主役になりましょう

株式会社人財企画 顧問
取材日時／令和３年８月 日㈫
時～ 時
取材場所／株式会社人財企画
聞き手／平木
 聖三 広報委員、加藤 育美 広報委員、
鶴岡 一美 専務理事
24

後継者のいない悩める社長たちのための…愛の会社エグジット

■プロフィール
人生100年時代をサバイバルする事業承継アドバイザー
吉田

学（よしだ

まなぶ）

公益社団法人名古屋中法人会 理事

経営研究会 監事

昭和34年（1959）秋田の山深いマタギの里に生まれる。
㈱リクルートに就職後30年以上、7,500社の中小企業（述べ２万
5,000件）、５万人の人材採用業務に関わる。
30歳で起業後は、同じ中小企業の社長という立場で顧客と向き合
い、共に成長を目指す。
人材採用業務に携わった30年間で気づいたのは、成長する企業は
後継者育成に力を注いでいるということ。
なら

50歳（起業20年）のとき、成長企業に倣い、身内に事業承継する
ための後継者育成を行うも３年で頓挫。
後継者不在で大廃業時代が来るという「2025年問題」の情報に触
れ、第三者に会社を売却する方法が一番と判断。著者自身がリー
ダーシップを執ってプロデュースし、１年で同業者に会社を売却。
その経験をもとに、会社売却は自分の次の人生を見据えた行動で
あり、周りの利害関係者に幸せをもたらし、事業承継のベストチョ
イスであることを提案。
このときの経験を活かし、「会社売却」を「会社エグジット」と

株式会社人財企画

名古屋市中区栄１-18-１ ハイツサンライズ２階
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いうキーワードで前向きに捉え直し、それが事業承継のメジャーな
手段であることを講演等で伝えている。

「アドステージ魂よ、永遠に」
アルバム／作成リクルート

10年必要とする身内の事業承継
――「愛の会社エグジット」発刊おめでとうございます。
拝読すると父親が結婚する一人娘を手放す気持ちに重な
りました。本の中で採りあげたコラムが事業承継する判断と
決断を考えるヒントになります。
ご自身が経験された事業承継で失敗したポイントをお聞か
せください。
身内（親族、社員）への事業承継を３年でやろうとしたこと
です。失敗して、身内への事業承継は10年必要であることを
痛感しました。
・基礎から叩き込む
・経営者のあるべき姿を示す
・自分が通った道を、同じように経験させる。
・自他ともに認めるNo.2のポジションを経験させ、徐々に
経営権を委譲していく

社エグジット」です。

人生を謳歌するゴールド世代
――人生100年時代に向け、シルバー世代をゴールド世代と
呼び、第二の人生の謳歌を提唱されています。
この考えに至った経緯をお聞かせください。
現在の日本人の平均年齢はもうすぐ50歳になろうとしてい
ます。人生100年時代ともいわれています。定年を終えても働
き続ける人が増え、中小企業の社長に至っては、60歳以上が
６割を占めています。
「サザエさん」の波平さんは「永遠の54歳」ですが、始まっ
たばかりの頃は定年が55歳、寿命も60代でした。
かたや、矢沢の永ちゃんは現在72歳。現役で腰をふりなが
らロックしています。今は、60歳を超えてから主役になる
「ゴールド世代」なのです。
そのためには、重い荷物を下ろして、次の世代に会社を渡

・事業承継した後もしばらくは補佐する

す必要があります。

この５つのプロセスを踏ませるには、
最低10年はかかります。

次世代へバトンタッチする時代

――会社の売却は、創業より大変な選択です。
伊藤忠創業者・伊藤忠兵衛が近江商人の先達に寄せる尊

――そういえば、高齢者マークの枯れ葉のシルバーマークも

敬の思いを込めた「売り手よし、買い手よし、世間よし」の三

野暮ったいですね。星をモチーフにしたカッコ良いマークにし

方よしの経営哲学を紹介されてます。三方よしが「愛の会社

たいですね。暮らしの中での気になる所と提案はございますか。

エグジット」のキーワードですか。
そうです。売り手よし、買い手よし、世間よしを詳しく言い換
えるなら、
「 後継者のいない中小企業の社長が、会社を第三
者に売却することによって、
自らの次の人生、そして家族や社
員、取引先などの利害関係者の幸せを創造し、大廃業時代が
来るといわれている日本経済を救う愛ある行為」、それが「会

平成は「失われた30年」
とも言われています。
いつの間にか、
日本は「成長しない」窮屈で委縮しながら生
きる国に変わってしまいました。
・先 進国の中でいちばん物価が安い国（中国に爆買いさ
れた事実がそれを証明しています）
・それに呼応して、実質賃金がいちばん上がらない国（実
NAKA 令和３年秋号
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態はむしろ目減りしています）
・危機管理の行き届かない国（福島の原子力発電、
コロナ
禍などで露呈）

いちばん長く住む故郷
――「あとがき」に名古屋中法人会の仲間たちに寄せる言葉

・先進国の中で、将来のために大きな投資しない国（設備
投資、教育投資など）

が紹介されています。改めて、名古屋中法人会への気持ちを
お願いします。

・国の将来に関して、
しっかりした理念を持たない国（コロ
ナ禍での場当たり的な政治・行政対応）

私は秋田出身で、東京経由で名古屋に来た外様です。
25年前、山口道夫さんに紹介されて入会しました。最初は

↓

名古屋に溶け込むのに苦労もあったのですが、名古屋中法人

◎三重・大阪・北海道知事のような若手がリーダーシップを

会に加入し、経営者の仲間たちと経営の勉強をしたり、
ミニ

執る時代へ（政治）
◎高齢者から次世代へ経営をバトンタッチする時代へ（中
小企業の愛の会社エグジット）
――著書に「100人の社長に聞きました」のコラムがあります。
コロナ禍で展望が見えない経営者に対して、アドバイスをお
願いします。
ひと言でいえば、
「日本経済を救う主役になりましょう」
と言
いたいです。
後継者のいない中小企業の社長は全体の３分の２。それに

サッカー大会などの様々な地域貢献活動で一緒に汗を流す
ことによって、名古屋に溶け込むことができました。ビジネス
チャンスも多くいただきました。今や、名古屋は第二の故郷で、
いちばん長く住む街に変わりました。
名古屋中法人会の仲間たちのおかげさまです。感謝してい
ます。
今後、事業承継のお悩みなら吉田へ、人材採用のことなら、
私が現在顧問を務める「株式会社人財企画」にご相談くださ
い。

よって、黒字でも廃業を余儀なくされる「2025年問題」
（経産

―ふるさとが秋田のマタギの里と紹介されています。

省が、後継者不在によって大廃業時代が来ると予測。団塊の

これからの執筆活動についてお聞かせください。

世代が前線を退く時期と一致）
が世の中に警鐘を鳴らしてい

主に名古屋にいながら、執筆活動を続けていこうと考えて

ます。
そこにコロナ禍です。業績悪化の企業が大幅に増え、事業
承継問題は待ったなしの状況です。
第三者に事業売却するという
「会社エグジット」を、後継者
のいない中小企業の社長が圧倒的に行えば、日本の社会問
題のひとつは解決します。
そういう意味で、
「日本経済を救う主役になりましょう」
と…。
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います。
・様 々な体験談が入った「愛の会社エグジット」の続編の
出版
・転職や起業、
ビジネスに関わる本の出版
・小説の出版（秋田を舞台にした小説を執筆中）

株式会社

人財企画

設
立／平成13年（2001）４月
事業内容／人財総合サービス、広告代理業
取り扱い媒体／indeed／タウンワーク、リクナビ、
リクナビNEXT、リクナビ派遣、
とらばーゆ、とらばーゆ看護、
フロム・エーnavi、はたらいく、
ホットペッパービューティー、Airワーク
所 在 地／〒460-0008 名古屋市中区栄1-18-1
ハイツサンライズ２階
phone 052-220-3305
（受付時間 平日９：00～19：00）
fax 052-220-3308
https://www.zinzai-kikaku.jp/

代表取締役

平井

善明 氏

おかげさまで今期21期を迎えること
ができました。社名はアルファベッ
トではなく、「人財を企画する」と
いう志から決めました。

常務取締役

工藤

恭太郎 氏

営業部門全体を担っています。名古
屋中法人会青年部会のオリエンテー
ション委員会に所属しています。委
員会では「公式YouTubeチャンネ
ル」を配信して、事業活動の活性化
と全国の青年部会との交流を広げて
行きたいと思っています。

常務取締役

大治

陽氏

リクルート時代に培った体験を活用
し、人財に関する次の事業を模索す
るなど、常に新しい企画にチャレン
ジして運営を行っています。
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「住吉の語り部となりたい」— ㉕

栄ミナミ南伊勢町は江戸川乱歩の街
料亭つたも会長・深田 正雄
令和２年10月31日、いつもなら子供たちのパレードや商
店街のイベントに賑わうハロウィーンの日、コロナ禍で静
かになった栄ミナミで江戸川乱歩旧居記念碑建立委員会に
よる除幕式が乱歩の孫、平井憲太郎氏を招き広小路メルサ
前にて挙行されました。同委員会について栄町商店組合振
興会のホームページから紹介させていただきます。

除幕式：碑の左・坪井明治振興会会長、広小路メルサ北側・舗道（深田正雄撮影）

江戸川乱歩旧居跡記念碑建立プロジェクト

怪人二十面相、明智小五郎など我が国における探偵小説

います。大須観音が舞台の作品『百面相役者』もあります。

（推理小説）のジャンルを確立した江戸川乱歩は三重県名張

この江戸川乱歩が “ 名古屋が育んだ作家 ” であることを全

市（1894年・明治27年）で生まれましたが、３歳で名古屋

国的にも、名古屋においても知る人はわずかであるという

市に移住し、旧制第５中学校（現：愛知県立瑞陵高等学校）

現状の中、業績も含め多くの方々に知ってもらうため、乱

を卒業するまでの幼少年・青年期（1897年・明治30年～1912

歩の通った旧制五中（現愛知県立瑞陵高校）
・早稲田大学卒

年・明治45年）を名古屋で過ごしました。彼自身が言うよ

業生（名古屋稲門クラブ）
、乱歩研究者および地元栄町商店

うに彼は “ 名古屋人 ” です。

街振興組合などが中心となり乱歩旧居跡に記念碑を建立し

彼の住いは広小路界隈で、一番長く住んだのが栄交差点

ようという活動が３年前に始まりました。この度、これら

西南角地（名古屋市南伊勢町二番戸）です。作品には、子

の団体からの支援とクラウドファンディングに応募してい

ども時代に体験した大須界隈での見世物小屋、当時盛んに

ただいた多くの方々のお力により江戸川乱歩旧居跡記念碑

開催された博覧会で見たパノラマなどが大きく反映されて

が完成いたしました。
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乱歩（平井太郎）が名古屋に住んでいたのは、明治30年
（1897年）から明治45年（1912年）の間。３歳から15年間広

父、平井繁男（1866～1925年）は関西法律学校（現・関
西大学）の第１期生、官吏として三重県名張町役所に就職、

小路のあたりに住んでいた。
『貼雑年譜』によるとその間何

その後、明治30年商法知識を買われ東海紡織同盟会書記長

回か引っ越しをして、住んでいた家は５カ所もある。多感

として来名、園井町に住み、同時に名古屋商工会議所職員

な頃を名古屋で過ごしています。

として会頭・奥田正香から薫陶を受け、「改正日本商法詳
解」
（明治32年刊）を著作しています。明治34年からは奥田
商店の支配人として、政財界で大活躍する正香を支えてい
ました。
母、津藩家臣の長女「きく」は、帰りの遅い父を待ちな
がら、近隣の貸本屋「大惣」から多くの探偵小説を入手し
て太郎に読み聞かせたと言われています。第五中時代には
黒岩涙香や押川春浪の推理小説を読みふけっていました。
父の勤務地は南伊勢町１丁目名古屋株式取引所内（現・
栄セントライズ、名古屋平和ビル）で北側路地の長屋（現・
丸栄南）から太郎は白川尋常小学校・第３高等小学校・県

大正時代の取引所周辺

立第五中に通学しています。
乱歩の作品の多くは少年時代に過ごした栄界隈の見世物
小屋や大須ホテルなどの体験から執筆、また、明治43 年に
名古屋で開催された「第十回関西府県連合共進会」にあっ
た「旅順海戦館」は印象に残ったようで、それについて書
いたものもあります。

乱歩の『貼雑年譜』より
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