
今週の例会（2019年5月31日）
■ プログラム

■ 祝　誕生日
小門　茂樹（31 日）

5 月 31 日 ： 卓話担当
　　　　　　古林　寿真子　会員

6 月 14 日：卓話担当
　　　　　  原　正人　会員

6 月 7 日 ： クラブアッセンブリー
　　　　　 五大奉仕担当理事

■ 今後の予定

■ ニコニコ箱
・深井様、瀧谷さん、本日宜しくお願い致します（藤野）
・深井様、卓話よろしくお願いします（寺田）
・深井様、本日の卓話宜しくお願い致します（泉谷）
・欠席のお詫び（丹農）
・欠席のお詫び（櫻井）
・欠席のお詫び。お写真ありがとうございます
  （原（眞））
・欠席のおわび（根尾）
・早退のおわび（中）

累計
ニコニコ箱合計

814,000 円
17,000 円

我等の生業

■ 今月のロータリーソング
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インスピレーションになろう
2018-2019　ＲＩ会長 バリー・ラシン　泉大津ロータリークラブ（創立1956.5.4）

■ 先週の例会

夏も近づく　　　八十八夜
野にも山にも　　若葉が茂る
あれに見えるは　茶つみじゃないか
あかねだすきに　すげの笠

茶つみ
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会　長　藤野 修次　副会長　藤原 重行
幹　事　寺田 敏也　ＳＡＡ  泉谷 仁博

例会場　　ホテルレイクアルスターアルザ泉大津
T E L　　 0725-20-1121
例会日時   毎週金曜日 12：30～13：30

泉大津ロータリークラブ

榎本（5/1 和泉ＲＣ）■ メークアップ

今月の歌

会長の時間

藤野 修次 会長

本日例会終了後、職場訪問で周産期母子医療セン
ター（泉大津市立病院）となっております。スケ
ジュールですが、例会終了後、個別で、１時５０分泉
大津市立病院玄関前に集合よろしくお願い致します
（瀧谷　達　職業奉仕担当理事）

委員会報告

幹事報告　　　　  　寺田　敏也　幹事

■ 次週のプログラム

　今日は、今、話題になっている「ドローン」のお話をさ
せていただきます。ドローンとは遠距離操作の無人航空
機の事で、軍事目的で１９４０頃から欧米で発達しまし
た。２０１０年フランスでは商用ドローンが登場し、日
本でも２０１５年、主相官邸へ落下したドローンが発見
され話題になりました。それからドローンに対する航空
法が制定されるようになりましたが、今やドローンの市
場は右肩上がりの現状です。空撮、測量、農薬散布、物流、
建築土木など活用分野は広く、日々進化しています。ス
イスではすでに、病院施設間で血液サンプルをドローン
で配送するシステムが開始されており、日本でも過疎地
域への宅配サービス実施が始まっています。２０２０年
以降にはドローンの管制塔ができるとも言われていま
す。
　日本では、ドローンを操縦するための国家資格はまだ
ありませんが、いくつかの民間団体がドローンの認定資
格を設けスクールなどを開いていて、実地訓練はもちろ
んのこと、航空法、小型無人機等事項禁止法、民法、道路
交通法、電波法などの法律を学ぶことが出来ます。ド
ローンを飛ばすには安全な運行が必須ですが、さまざま
な規制の許可申請が必要で、国土交通省がその窓口とな
ります。特に人口集中地区には、事前に申請が必要と

なっています。国土地理院のウェブサイトに住所を
入力すると地図上で人口集中地区が赤く表示されて
いるので、飛ばすたびに確認が必要となります。その
承認には機体と人物に１年単位で下りますが、実際
にドローンを飛ばす時は、その土地の所有者にも許
可を得なくてはなりません。現在は目視の範囲内と
いう規制があるため、物流の試験は特別な許可の下
に行っていますが、１５０メートル上空からドロー
ンが落ちれば死亡事故につながりますので、規制緩
和と安全のバランスが今後の一番の課題になってい
るそうです。

　前回の卓話は２０１７年９月２２日（八木昌彦会長年度）で、テーマは「なぜ泉大津で繊維産業が盛
んになったのか？」歴史や産業についての話をさせていただきました。それから前々回の卓話は２０
１６年４月１日（森口会長年度）で、テーマは「特にナシ・・・雑感」ロータリー在籍２２年間の思い出や
次代の会長選考指名の方法について問題提議、自分の身近なことについて（ダイエット・焼酎・愛犬ゴ
ロー）話をさせていただきました。
今日は商売ということに関しまして、「日本三大商人とは？」について話をしてみたいと思います。
江戸で妬みから「近江泥棒に伊勢乞食」と言われた近江商人と伊勢商人

に、大坂商人が加わりまして三大商人と言われておりました。
　近江商人は「売り手良し、買い手良し、世間良し」の「三方良し」や「薄利多売」を家訓として、全国を天秤棒一本で行商、開拓
者精神が旺盛。単に「儲ければ良い」というのではなく、社会的に認められる正直な商売を信条としました。複式簿記の考案
や、現在のチェーン店の考えに近い出店を積極的に開設する等、徹底した合理化による流通革命でした。
　伊勢商人ですが代表的な存在は、江戸に呉服店「越後屋」を出店し、三井の基礎を作った三井高利が有名です。彼らの商売
は手堅く、貧乏な乞食の様に出納にうるさいと言われました。又、伊勢参りの人々から諸国の情報を入手する独自のネット
ワークを有した事で発展しました。江戸での支店経営は支配人や番頭に一任し、独立採算制。伊勢出身者で固めた絆商売と
いうべきものでした。最後に大坂（阪）商人ですが、物事を行うにあたっては、堅実的で合理的に行う事を身につけていまし
た。伝統に「商いに三法あり」という言葉があります。その一法は、始末をする事で物事の始めと終りの辻褄を合せるという
意味です。無駄を省き効率の良い商いをする事です。その二法は、算用する事。何事もソロバン勘定せよという事で、短期的
な見方ばかりでなく、長い目で勘定出来る事が大切であると考えています。その三法は、商才・才覚という事です。商売には
機があり、その機を見る機敏な目、敏感に感じる感覚、それを取り込む行動力を云います。今日はその中でも最強と言われる
近江商人について少しお話ししたいと思います。
　滋賀県（近江）といえば、日本一大きな湖「琵琶湖」が中央にあり、「近江牛」と一種独特の香りを放つ「ふなずし」がグルメを
唸らせます。そして、「近江商人」といわれる商人たちが全国に羽ばたき、活躍したことが知られていますが、その商いや経営
理念は、三〇〇年余を経た現在、改めて高い評価を受けています。滋賀県では、「昭和」から「平成」へと元号が改められた年、
この近江商人こそが将来展望を切り拓いていく「キーワード」であると、その精神文化を顕彰する事業に本格的に取り組み、
長年にわたって展開してきました。滋賀の無形文化財ともいえる近江商人の進取の気性やチャレンジ精神、国際性豊かな経
営センスは、大きな社会・経済的なうねりの中で、さまざまな問題を抱える現代企業から見て大変参考になる要素を含んで
おり、その共通の経営理念「三方よし」の教えは、ＣＳＲ（企業の社会的責任）の源流として各界各分野で注目されています。
また、その「始末してきばる」「もったいない」精神の生活の様子も、県内外はもとより国際的にも脚光を浴びる等、それぞれ
の企業・事業活動のあり方や人々の生活の中での座標軸として受け入れられるようになりました。こうした状況が、かつて

　今年度の事業も、残り少なくなっ
てきました。今日の例会終了後に行
く職場訪問と６月２日の港湾清掃
とが有りますが、たくさんのメン
バーが参加して頂きますようお願
い致します。

先週のプログラム 「日本三大商人とは？」

卓話担当
深井　喜一　会員

■ 出席報告 会員数43名 出席免除0名

88.37％

月日 出席率出席数 欠席 補充

5/24 33名 10名 ― 76.74％

5/10 37名 6名 1名

■ ビジター なし

なし
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5月24日

■職場訪問
地域周産期医療センター

■施設見学

■泉大津市立病院から感謝状を頂きました

「近江泥棒」と揶揄されたり、「近江商人が通った跡には草
木も生えない」といった誹謗を過去のものとしました。そ
して、全国的にも人口増加率の高い滋賀県には、県外から
の転居者や若い世代が多く、それらの人たちから「近江商
人ってなに」、「もっと近江商人のことを知りたい」といっ
た声が多く聞かれるようになりました。
「近江商人」はどんな人
　明治維新前、滋賀県は「近江」と呼ばれていました。この
近江から全国各地に出かけ、商品を売り買いし、確実に実
績を伸ばしてきた商人たちが「近江商人」と呼ばれる人々
です。そのルーツは、鎌倉・南北朝時代にまでさかのぼるこ
とができますが、近江を制覇した織田信長が安土城下で楽
市楽座を開くと、蒲生氏郷などの近江の戦国武将たちも、
信長の城下町経営にならって楽市楽座を開設するように
なり、近江商人が商人活動を展開していく上で大きな役割
を果たしました。戦国末期から江戸初期にかけては、海外
貿易に雄飛する近江商人も現われてきますが、近江商人が
最も活躍するのは江戸時代です。関東や東北をはじめ全国
にその市場を求め、さらには北海道へも進出し、漁場を開
拓し、北前船で海産物を輸送する者も出てきます。明治維
新を迎えると、衰退していった近江商人もいますが、その
活動や経営理念は、近江に入っても継承され、広域志向の
近江商人の商いは、その後、総合商社や近代金融機関、ある
いは繊維産業などを生み出す素地となったのです。近江商
人が活躍した時代は、江戸時代ですが、資料に登場するそ
のルーツは鎌倉・南北朝時代までさかのぼることができま
す。鎌倉・南北朝時代は、各地で定期的に「市」が開かれ商品
の売買や貨幣の普及が盛んになってきた時代です。南北朝
時代、近江に開かれた市の数は一八を数え、全国の中でも
トップを占めています。現在、琵琶湖の東岸に「八日市」と
いう地名がありますが、当時、八のつく日に市が開かれた
ことの名残りで、平安時代にはすでに市が開催されていた
と考えられています。近江商人をはじめ、地名を付けた商
人の呼び方は、江戸時代中期になって定着しますが、近江
国内で商いを行った商人のことを近江商人とはいいませ
ん。つまり、近江から他国に出かけて商いを行った人たち
を近江商人といい、ごく一部の限られた地域の商人でしか
も時代も限られてきます。そのため、琵琶湖南端で諸大名
の蔵屋敷や蔵元がおかれ、有力な両替商がいた大津は、京
の都に近く江戸時代にたいそう繁栄したのですが、近江国
内での商いを主とした地商いであったので、一般的には近
江商人とは呼んでいません。
　近江商人と呼ばれた人々は、その発祥地の土地柄によっ
て活躍を始めた時期、取扱商品の種類も異なり、それぞれ
独自の商法を確立していました。そして、近江の各地域ご
とに、それぞれの地名をとって高島商人、八幡商人、日野商
人、湖東商人というように細分化されます。
　高島商人は、近江商人の中で最も早い時機から活躍した
商人で、湖西の高島市から遠く南部（岩手県盛岡市）にまで
出かけ、東北地方で大きな勢力を持つようになります。江
戸時代中期に南部領の商権を一手に引き受けるまでの経
済力を身につけ、小野組と称した小野一族は明治新政府の
公金出納に関わる有力な金融業となり、生糸貿易、製糸業、
鉱山業など多方面で新政府の経済基盤を支えました。百貨
店の高島屋も南新保村（現高島市）出身の飯田儀兵衛の婿
養子新七が分家したことが店のルーツです。八幡商人は、

現在の近江八幡市を中心とした地域から生まれ、約四〇〇
年前、徳川家康の江戸のまちづくりに大きく貢献したこと
から、東京日本橋の堀留付近の一等地を与えられ、やがて
全国に商圏を広めていきました。現在も日本橋付近に「近
江屋」という商店が多く見られるのはこのような背景があ
るのです。総合寝具の西川産業の西川甚五郎、北海道の漁
場開発に貢献した西川伝右衛門、安南（現ベトナム）貿易に
雄飛した西村太郎右衛門などが八幡商人です。日野商人
は、蒲生氏郷の城下町日野から生まれた商人で、日野椀や
売薬を主な商品として関東や東北へ販路を拡げ、出向いた
土地で「日野の千両店」といわれた多店舗展開を試みまし
た。とくに酒・味噌・醤油等の醸造業等で経営基盤を固め、
現在も、山中兵右衛門、高井作右衛門、八尾喜兵衛など、日
野商人の流れを汲む多くの企業が存在しています。湖東商
人は、東近江市（旧五個荘町、湖東町）や豊郷町などから生
まれた商人です。江戸時代後期に活躍した商人が多く、明
治新政府の近代的な経済・産業基盤の形成に大きく貢献し
ます。とくに繊維産業の基盤は湖東商人によって築かれた
ともいえます。「市田」「ツカモト」「外与」「チョーギン」な
ど、京都・大阪・東京に支店網を展開しています。なお「伊藤
忠商事」「丸紅」の祖である伊藤忠兵衛は豊郷町出身の近江
商人です。近江商人は農業が暇なときに、ものづくりや商
いをしたようでありまして、前述のように近江商人のルー
ツは鎌倉時代までさかのぼりますが、戦国大名たちも商業
の発展のために積極的な政策を展開したことも、後に多く
の近江商人誕生の基盤を作ったといえます。
　ここで少しかわった話をさせていただきます。商売が巧
いとされる近江商人が三人束になっても独りの華僑には
かなわないと言われております。華僑三人が束になっても
独りのインド人に勝てるかどうか、そのインド人が三人束
になっても、独りのアラブ人と同じくらい。そのアラブ人
が三人集まっても独りのユダヤ人にはかなわない。しかし
そのユダヤ人が三人束になっても、独りのアルメニア人に
はかなわない。だからアルメニア人は商売人としての能力
は世界一という話です。では最強のアルメニア人とは？
『コーチャン』の名前でピンとくる人もあるでしょう。世間
を騒がせたロッキード事件贈賄側の主役で、彼がアルメニ
ア人の末裔です。日本の検察を独りでむこうにまわし、つ
いには刑事免責を勝ち取り、悠々と罪を免れました。一方、
ベルリンフィルハーモニーのカラヤン、仮面舞踏会の作曲
者ハチャトゥリアン等優れた音楽家も輩出しています。因
みに末尾にヤンがつく姓はアルメニア系と思料します。彼
等を生んだ国アルメニアはトルコ・イランに接し、旧ソビ
エト連邦の中でも一番南に位置します。その歴史は、ロー
マや周辺強国に長く服属、一部ロシアに属し、南部はトル
コ・イランに分属され、第一次大戦時トルコ領内で起きた
アルメニア人虐殺から多くの人が米国へ脱出しました。こ
れ迄に述べた華僑、インド人、アラブ人、ユダヤ人、アルメ
ニア人に共通することは、全ての民族が歴史的に虐げら
れ、政治的に分割服属を余儀なくされた民族の末裔です。
加えて、海外にあって守ってくれる政府が無く、其々の地
で自らの結合組織、相互扶助組織を作り上げたという点が
共通点であります。
　時間の方もきたようですので、これで卓話を終わらせて
いただきたいと思います。


