
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 平成 31年(第 59回)油脂業界新年交礼会にて全油販連一同の油〆 

 

 

全国油脂販売業者連合会 

   全油販連ＮＥＷＳ 
   平成３１年第１号（H３１-№１）    ２０１９年２月２１日（木） 
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平成３１年の全油販連 NEWS第１号の発行にあたり、一言ご挨拶申し上げます。 

 

新年あけましておめでとうございます。  

昨年の１０月の総会で再任されましてもう２年会長を勤めさせて頂きます、全油販連会員の皆

様、宜しくお願い致します。 

早いもので２月となります、今年の冬は暖冬と言う予想を反して日本海側の北日本を中心に寒

波が襲来しております。 

私事ですが、年末から山形県の北部（山形県最上町）の温泉に行って参りました。 

観ての通りの積雪でした。３日間ずっと氷点下でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年は、年初から３２年ぶりの豪雪、寒波から始まり、６月は「大阪北部地震」７月は「西日

本豪雨」８月は記録的猛暑で熱中症になる方が続出、９月には台風２１号が関西を直撃し、続

いて「北海道胆振東部地震」では２９５万戸が停電、この様に多くの自然災害が発生し広い範

囲で社会・経済活動に大きな影響が出ました。 

被災された皆様ならびにご家族の皆様に、心よりお見舞い申し上げますとともに、被災地の一

日も早い復旧と復興を心よりお祈り申し上げます。 

 

さて今年も３月に第３回「油脂未来セミナー…油の花から実へ…」を開催致します。 

３月６日に東京で、３月１２日に愛知、関西の合同開催を予定しております。 

今回は胡麻油工業会様の御協力頂き、テーマは「胡麻油」です。 

多くの皆様方にご参加頂けます様この場をお借りしましてお願い致します。 

最後に、今後とも全油販連の活動に対しましてご理解を重ねてお願い申し上げます。 

全国油脂販売業者連合会 

会  長  宇田川  公 喜 
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日時  平成３０年１０月２３日（金）１５：００～１８：３０ 

場所  ロイヤルパ－クホテル  有明の間・東雲の間 

 

総会では２９年度事業・決算報告および３０年度事業・予算計画が原案通り承認された。 

任期満了に伴う役員改選で宇田川公喜会長(㈱宇田川商店社長)が再選され、副会長には

館野洋一郎(㈱タテノコーポレーション社長、東京油問屋市場理事長)が新たに選出、金

田雅律(㈱マスキチ社長)、木村顕治(㈱マルキチ社長、関西油脂連合会会長)、太田健介(太

田油脂㈱社長、愛知県油脂卸協同組合理事長)が再選された。 

総会後、全油販連宇田川会長を講師に「油売りの来し方行く末」をテ－マとした講演会

が行なわれ、あぶらの語源・日本での搾油の始まり・中世以前の油屋・灯明油としての

広がり・大坂の油屋・大坂の油問屋の成立・東京油問屋市場の前身誕生・灯火油として

の油・明治大正の油問屋・食用油としての植物油・大豆搾油の始まり・昭和の油問屋・

全油販連の設立等についてわかりやすく説明した。 

引き続き、農林水産省食料産業局食品製造課 東野昭浩課長による「食品産業戦略」につ

いて講話が行なわれ、「食品製造業の現状は事業所数と従業員数が第１位で、出荷額と付

加価値額は第２位で日本を代表する製造業だ。業種としての内部環境の強みは、生産工

程と品質、商品開発力、包装・充填技術、物流網、ブランド力で、弱みは低い付加価値、

低い労働生産性、低い給与、低い設備投資、低い海外事業比率だ。また「機会」として

は日本食への関心、機能性への世界的関心、電子商取引などの物流の多様化が挙げられ、

「脅威」としては、国内市場の縮小、人材確保、規格・認証、安全への関心、ＥＳＧ、

災害時の持続的供給、原材料争奪の激化が考えられる。食品産業戦略の柱としているの

が、需要を引き出す価値創造（付加価値３割増）、海外市場開拓（海外売上３割増）、労

働生産性の向上（労働生産性３割増）でそのためには戦略の基盤と危機管理・環境整備

が重要」と説明があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６５回全油販連定時総会開催 

宇田川会長の講演 

 

かんぱい挨拶 

農水省・東野課長の講話 

 

かんぱい挨拶 －２－ 



 

その後、来賓、賛助会員、会員各社をまじえ行なわれた懇親パ－ティで宇田川会長が「昭

和２８年の３月２日に全国油脂販売業者連合会が設立され、今年で６５年となる。先程

の講演会で油の歴史を話したが、今年は全油販連の企画委員会が主体となって、油を勉

強する会（油脂未来セミナ－）を東京・愛知・大阪で開催した。今後も実施して行く予

定でありメーカーさんにご協力いただくこともあると思うので、よろしくお願いしたい。

先ほど、最後に口銭が少ないという話をし、農水省東野課長の講話においても食品製造

業の営業利益率が低いという話があったが、あまり儲からないというのは昔からのこと

でもある。しかし、地震があって、ものが届かないと非常に困るわけで（食品は）一番

必要なものである。従って、そういった価値に見合った価格で売買されるべきだと思っ

ている。今後とも油のことをいろいろ勉強することによって、皆さまとともに高い志と

意識を持って製造・販売に邁進して行きたいと思っている」と挨拶をした。 

引き続き、農水省東野昭浩課長より「遺伝子組み換え食品の表示制度については、消費

者庁で検討会が開かれている。今のところは、これまで通り検出できないものは表示し

ないという方向になっている。農水省としても注視していきたい。皆さま方の気持ちを

代弁し、しっかり言うべきことは言っていきたい。今後とも一緒に、業界発展のために

力を合わせていきたい」と来賓挨拶をいただいた。 

さらに、一般社団法人日本植物油協会の八馬史尚会長（㈱Ｊ-オイルミルズ社長）より「今

年を振り返るには少々早い時期ではあるが、改めてこれまで１０ヶ月間を振り返ると、

もはや毎年のこととなったが『異常』と云う名のつく気象が続いていることに加え、今

年は地震もあった。夏の酷暑、７月の西日本豪雨、台風２１号、加えて大阪府北部地震、

北海道胆振東部地震もあり、被災された皆さまには心よりお見舞い申し上げ１日も早い

復旧、復興を祈念申し上げる。（全油販連の）金田康男前副会長の平成３０年はいかなる

年か、という今年の全油販連ニュ－ス１号を改めて拝読すると。九紫火星、戊戌、平地

木と記されていた。この戊戌、平地木という年は１９５８年の狩野川台風がまさにこの

年であり、この年はこういうことが起こるのだということを感じた。いずれにしても、

こういった気象変化、異常気象の原因と言われているのは、諸説あるが地球温暖化でＣ

Ｏ2 の排出ということである。昨今、ＥＳＧ、ＳＤＧｓという言葉もあるが、企業活動

の中でもこうしたことにどう対処していくのか、さらにはプラスチックの海洋汚染の問

題も言われている。改めてこうしたことへの取り組みを各社で、あるいは業界としてど

うしていくのか、感じることが重要であると思う。その一方では米中貿易戦争と言われ

る状況、これは経済摩擦と言うよりも、もはや新たな覇権争いと見る向きが多いと思う

が、国際情勢が為替、原料、ミ－ル相場に与える影響もよく注視していく必要がある。

市場環境で言えば小売業界でもドラックストアの台頭であったり、ＥＣの拡大、流通の 
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再編を含めて大きな変化が大変早く進んでいる。また、外食においても人材獲得の難し

さ、食品業界全体では物流費の上昇等さまざまな課題が存在している。昨年と比較する

と油脂コストは良好な環境が継続しているが、全体の状況、および来年の消費税増税と

いうことも踏まえた中で、楽観できる状況になく、こうした厳しい環境下にあって、ど

うやってお客さまに喜んでいただけるのか、お役に立つ付加価値を創造していけるのか、

ということを我々業界として、あるいは製販の枠組を超えて繋がって知恵を出し、とも

に発展する道をつくっていく必要があろうかと思う」と来賓挨拶をいただいた。 

懇親パ－ティは、木村副会長の乾杯の挨拶で和やかに進行し歓談後、太田副会長の油締めで

散会した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

   （写真提供 油脂特報社） 

宇田川会長の挨拶 

日油協 八馬会長の挨拶 木村副会長の乾杯挨拶 

 

かんぱい挨拶 

－４－ 

農水省 東野課長の挨拶 

 

杯挨拶 

 

かんぱい挨拶 

－４－ 



 

平成３１年（２０１９年） はいかなる年か 

「八白土星・己（き・つちのと）・亥（がい・いのしし）・平地木（へいちぼく）」    

         カネダ株式会社代表取締役社長 金田康男  

 

カネダ㈱金田社長による恒例の今年の「いかなる年か」をご紹介いたします。 

 

 本年は「八白土星」が中宮に入り「八白土星」の象意が各方面に強い影響を与える年となる。 

 「八白土星」は、易の「艮・こん」の卦により「一陽・二陰」であり、上にも行かず下にも下がらず

止まっている状態であるが、変化・変転するという象意もあり、複雑な性情をもった星である。 

 「八白土星」の象意は「変化の星」「革命の星」「改良の星」と言われており、また「山」という象意

もある。「山の如く動かない」という表現と「山が動く」という表現があるように前年に動き出した事

柄や変化が微々たるものもあり、あるいは更に大きく動きだす可能性もある年でもある。 

 変化が微々たる形でしか現れない可能性もあるため、「微妙な変化」をも感じ取り、将来に向けた変化・

改革・改良の「継ぎ目の年」となる。 

 「八白土星」は裏・表の二面性があり、良いことと悪いことが繰り返し起こる不安定な年。 

 今年は「五黄土星」(革命・破壊・顕現の星)が「坤宮」(後厄)に「二黒土星」(大衆・中小企業の星)

が「艮宮」(因厄)にある「三士」の年で争いごとが多くなる年。 

 「八白土星」は「先祖の因縁」の星なので先祖供養が大切な年である。 

 自己改革の年であり、投資よりも貯蓄に向いている年。今年は何事も思うようには進まない年なので

「雨降って地固まる」のようにプラス思考が大切な年となる。 

 「歳破」が巳(東南南)に位置するため広くは東南の方面には要注意。 

 

本年の社会・経済について 

 「八白土星」が中宮にある時は、「二黒土星」「五黄土星」が鬼門線上に重なるため、一般大衆や中小

企業などには厳しい年となり、労働争議や中小企業の倒産が増える可能性がある。但し、「六白金星」

(大企業の星)が「震宮」(躍天宮)、「七赤金星」(金銭・金融の星)が巽宮(明天宮)に回座する年となる

ため、大企業や金融にとってはそれほど悪くはないと思われる。 

 「八白土星」は不動産の星でもあり中宮の八方塞がりの位置に入るため不動産価値は極点に達し下降

に入ることが考えられる。また土地や山林など「山」や「土」に関連することでトラブルが表面化す

る可能性がある。 

 「亥」は革命的な要素も含むので政治や外交は道筋を正しくしていくことが要求される。もちろん、

個人としても筋を通すことだ大事となる。 

 経済や社会は方向感の乏しい年となり、「和をもって貴と成す」の精神でものごとにあたること。 

 世界情勢は一見、落ち着いたかに見えても内面では大きな波乱を含んでおり、プラス面やマイナス面

が交互に現れてくる可能性が強い。特に「核」問題は道筋を正していかないと問題が再燃する可能性

あり。 

 庶民の政府に対する不平不満が表面化する可能性があり、政治も困難がつきまとうが未来に向けて余

分な枝葉を落とし、風通しを良くし、根固めをしていくことが肝要となる。 

 今年の景気は、外見は明るく景気が回復したかに見えるが内実が伴わないため庶民生活は経済的苦境

に陥り庶民の不平不満が表面化する可能性が強い。そのため、今年の政治は国民生活や国政全般にわ

たり諸事、勇断果断に対処し政治を収めていかないと将来の騒乱に結びつく可能性がある。 

 「変化・争い」の象意である「八白土星」が「革命・破壊」の象意でもある「五黄土星」の定位の中

宮に入るため大変化、革命、紛争、戦争などが勃発する懸念もある。 
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近年の「八白土星」年の出来事について 

1920国際連盟発足、1929世界大恐慌、1956スエズ戦争勃発、1965山陽特殊製鋼破産、 

1992 NAFTA調印、2001アメリカ同時多発テロ、シベリア航空機撃墜事件 

 

 

◎今年の恵方    甲（きのえ）の方角･･・東北東 

 

◎今年の要注意の方角  

五黄殺が「南西」、暗剣殺が「北東」、歳破が「東南」の巳「東南南」の方角となり、これらの方角は要注

意。 

 

 

自然災害について 

◆「八白土星・己・亥」の年の災害 

 「八白土星」は「土」、「己」は「土の弟、土星の陰気」を意味し、また、山の象意をもつ。また、今

年は「三土の年(五黄土星・八白土星・二黒土星が鬼門線上に並ぶ年)」であり、「土星」の悪い影響が

顕著に出る可能性がある。 

 特に今年は山崩れ、土砂災害に要注意となる。 

 「八白土星」は、元々、東北の星のため気温が上がらず冷害になり農作物に影響がでることが予想さ

れる。 

 「亥」は水性の陰であり、歳破のある「巳」は「風」の性である「四緑」にあるため、今年も台風や

暴風雨に要注意の年となる。 

 「亥」は溜まったエネルギーが爆発的に噴出することの意を含み、火山噴火や地震が発生する恐れあ

り。今年は「歳破」の位置する巳の方角(東南南)、広くは東南が要注意となる。 

また、「五黄殺」が南西に位置するため南西方面の災害にも要注意。 

 納音（なつちん）が「平地木」となり孤立を意味するため、離島での噴火や地震なども考えられる。 

 

◆自然災害例 

●八白土星の年 

地震 

1407紀伊伊勢の国地震 1596伏見地震 1605慶長地震(東南海地震) 1686伊予安芸の国地震 

1830京都畿内地震 1857伊予安芸の国地震 

火山噴火 

浅間山噴火(1596、1704、1911、1920、1938、1947) 1992雲仙普賢岳噴火、1983三宅島噴火 

1680岩手山噴火 1785青ヶ島噴火 1893吾妻山噴火 1974桜島噴火 

風水害 

1884荒川・墨田川の氾濫、1947関東東北地方水害(カスリン台風)、2010広島土砂災害などのように過去

の「八白土星」の年には「水」に関連する災害(風水害、雪崩、山崩れ、霜、などの災害)が数多く発生し

ている。 

 

●巳・亥・平地木の年 

1659岩代下野国地震 1839釧路厚岸大地震 天保大飢饉終わる 
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生まれ年による運勢 (福運を招くために本年の留意すべき事項) 

※節分（２月３日頃）までに生まれた人は前年の星となる。 

 

 

◆ 一白水星  大正 7・昭和 2・11・20・29・38・47・56・平成 2・11・20・29 

● 本命星の「一白水星」が酉の兌宮(福展宮)に入り、収穫を表す吉の面と太陽が歿する時を表す凶の面

とが複雑に交錯する年となるため、ものごとに慎重かつ迅速に対処し、自己研鑚につとめる年とする

こと。 

① 喜びと不安の両面を兼ね備えた年で、運気も後半より衰運に向かうので舌渦に注意し、慎重かつ迅速

に対処すること。 

② 新規事業や計画の実施は延期し、現状維持に心掛け、堅実経営に専念すること。但し、以前から計画

していた場合は年の前半までは実施可能。 

③ 金運には恵まれるが、出費オーバーの傾向あり、収支のバランスに心掛け、事業面や営業面では緊縮

財政で堅実経営に努めること。 

④ 人間関係も拡大傾向にあり、異性との出会いも多い年。但し、トラブルも発生しやすいので他人まか

せにせず、冷静に対処すること。独身者は、結婚の好機、出会いを大切に。 

⑤ 趣味、稽古事など、自己研鑚に励むこと、学びの姿勢を豊かに。 

⑥ 新築、増改築、開店、開業、建碑、建墓、移転、旅行等は、8月 23日頃までの前半に実施すること。 

⑦ 健康面では、不摂生から体調を崩しやすく、心身の疲労、暴飲暴食を慎み、健康管理と休養に心掛け

ること。交通事故、刃物による怪我、災難、女性は異性関係や痴漢、ストーカーに注意。 

 

 

 

◆ 二黒土星  大正 6・昭和元・10・19・28・37・46・55・平成元・10・19・28 

● 本命星の「二黒土星」が東北の艮宮(変展宮)に入り、「表鬼門」「因厄」の年となる。艮宮には「物事

の初めと終わり」の意味があり節目を表しており変化変動の生じやすい不安定な年となる。「因厄」

の年は先祖の因縁を受けている年なので墓参りなど先祖供養が大事な年となる。 

① 艮宮(変展宮)に入り、変化変動の生じやすい不安定な年。何事にも惑わされず、現状維持に努め、冷

静沈着に対処する心構えが大切。 

② 先祖供養・年回法要の大切な年(過去帳を調べよ。年忌該当のご先祖様がいるはず、自分自身で盛大

に法要を営むこと)。但し、建碑、建墓、仏壇の新調は避けること。 

③ 事業面や営業面でも、後日トラブルを起こさないように文書、捺印等の確認を怠らないこと。友人・

知人といえども金銭の貸借は慎むこと。 

④ 対人関係では、仲介、仲裁、訴訟、調停沙汰などの一切の揉め事は極力避け、和に心掛けよ。 

⑤ 家族間、親族縁者間のトラブルが起こりやすい傾向あり、互いにコミュニケーションに努めること。 

⑥ 異性関係においても、変化変動を生じやすい年です。恋愛中の人にとっては心変わりや、既婚者にと

っては不倫の危険性がある。腐れ縁とならないように。 

⑦ 健康面では、持病の再発、自律神経疾患、胃腸、関節関係疾患、原因不明の病名と病気に注意。また

交通事故、転落事故、火災などによる怪我、打撲傷などにも注意すること。 

⑧ 今年の疾病は、先祖(水子も含む)の因縁を受けているので、年中行事の仏事には率先協力し、彼岸・

盆・命日など忘れぬよう、節分には厄除け、除災、身体健全等の祈願及び断ち物をすること。 
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◆ 三碧木星  大正 5・14・昭和 9・18・27・36・45・54・63・平成 9・18・27 

● 本命星の「三碧木星」が南の離宮(陽展宮)に入り陰陽両方が作用する「前厄」の年となり吉凶が半ば

し、隠し事や善悪が表面化する年。真面目に努力を重ねた人には良い結果が表面化して花咲く年とな

る。ただし、問題が発生した時には迅速に解決することが望まれる年だが、焦りや行き過ぎには要注

意。 

① 前厄になるため諸事慎重かつ敏速に対処すること(先手必勝のチャンスを逃がすな)。焦りや行き過ぎ

は禁物。今年は後半も良い運点だが、来年は本命星が坎宮に入るため後半(８月２４日以降)は衰運に

向かうことを自覚せよ。 

② 『顕現作用』の象意あり、書類や印鑑の取り扱いは慎重に。特に保証事は避けるほうが賢明です。約

束や契約事などは、後日トラブルを起こさないように正式な書類にしておくことが肝要です。 

③ 『離合集散』の象意あり、親しい人との離別、新しい人との出会い、人事の入れ替わりなどの転勤、

退職などが起こりやすい。特に目的のない退職は、身の破滅を招くことになるので慎重に。 

④ 火難発生の恐れあり、火の取り扱いに注意すること(電気・ガス等の確認を施行する)。旅先では、非

常口の確認を忘れずに、また盗難にも要注意。 

⑤ 事業面や営業面では、表面上好調に見えても内容に乏しく安定性にも欠けるので、無駄な出費を抑え

収支のバランスに気を配り堅実経営に努めること。外交面では海外旅行、内外の展示会等で見聞を広

げるには好期。吉月、吉日、吉方位を求めて実施すること。 

⑥ 健康面では、焦りや苛立ちからの精神的動揺、ストレス等が起因となり不眠症やノイローゼなど心因

性の病気にかかりやすいので要注意、また交通事故や転落事故にも注意せよ。 

⑦ 厄除け、願掛けの断ち物、又節分には家内安全、年中安泰、除災得幸などの祈願をするのも開運への

一方策です。 

 

 

 

◆ 四緑木星  大正 4・昭和 8・17・26・35・44・53・62・平成 8・17・26 

● 本命星の「四緑木星」が北の坎宮(耐展宮)に入り、9 年周期で 10 年に一度巡ってくる運気最低の年

に加えて「本厄」の年となり忍耐の年でもある 

① 運気最低な『本厄』の年を自覚し、『石橋を叩いて渡る』慎重さが必要です。将来のためのエネルギ

ーの蓄積を心掛けること。外交面より内面の充実に努めること。 

② 交友関係、遊興関係での浪費傾向あり、収支のバランスに心掛けよ。金銭の貸借や保証事は極力避け

ること、また孤立に陥りやすい傾向もある(人との和を心掛け、待つ事の出来る人になれ)。 

③ 異性問題が生じやすく、深刻化する傾向があります。今年関係をもった異性は、５年間の悪縁となっ

て悩む恐れあり、冷静に理性をもって対処すること。 

④ 色情の因縁から中絶、流産、死産など、水子の悪い因縁を背負い込む恐れがあります(墓参、水子供

養を大切に)。 

⑤ 病難、色難、水難、盗難、交通事故等の突発事故に注意し、精神面の落ち着き、安定を得るため信仰

を持ったり、稽古事に力を入れたり、家庭生活を第一に考え、コミュニケーションに努めること。 

⑥ 健康面では『病魔潜入』の暗示あり、日頃から健康管理の大切な年。体調も崩れやすく、古病、持病

の再発や慢性化に注意すること。長引く恐れあり、早期発見、早期治療が望まれます。 

⑦ 『本厄』の年につき、厄除けの断ち物などを行い、節分には年中安泰、除災、厄除、身体健全等の祈

願を受けるのも開運の道です。 
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◆ 五黄土星  大正 3・12・昭和 7・16・25・34・43・52・61・平成 7・16・25 

● 本命星の「五黄土星」が西南の坤宮(戒展宮)に入り、裏鬼門の「後厄」の年となるため年の前半は前

年の停滞運気の影響を受けて苦しく、年後半(8月 24日以降)から徐々に好転し、上昇気流となる。 

① 『後厄』を自覚し、前年の低命運からの脱却を図るため、忍耐力、継続力を持って地道かつ、慎重に

現状維持を基本として、準備計画をすること(後半：8月 24日以降は上昇気流)。 

② 『二黒同会』により『働く(はたらく)』を『傍(はた)楽(らく)』と考え、奉仕の精神で努力すること。 

③ 事業面では、目上、先輩、有識者の良きアドバイスを仰ぎ、永年勤続者の表彰等の実施も開運への道

です。「待つこと」「耐え忍ぶこと」「従うこと」「一歩一歩地道に努力すること」が未来への可能性と

なります。発展と信頼の基盤を築くための準備計画の期間の年とせよ。 

④ 契約事や約束事は、後日トラブルを起こさないように慎重に(保証事、仲介事、捺印等要注意)。 

⑤ 親族との別れや親戚関係のトラブルが起こりやすい。年回法要、墓参等を大切に。長期疾病は祖先の

因縁によるものと心せよ。 

⑥ 『後厄』の年につき、厄災除けの断ち物や節分の年中安泰祈願、恵方詣り、墓参等をするのも開運へ

の１つの方法です。 

⑦ 健康面ではあまり良好とはいえない。本命月(8月)の本命の日(11日、20日、29日、9月 7日)に健

康診断を受け、早期発見、早期治療を心掛けること。 

 

 

 

 

◆ 六白金星  大正 2・11・昭和 6・15・24・33・42・51・60・平成 6・15・24 

● 本命星の「六白金星」が震宮(躍展宮)に入り、運勢も陽に転じ、希望、発展、顕現などの象意により、

活気に満ちた年となる。四年間の低迷期を脱して盛運の段階に入る。「震」は「顕れる、伸びる」の

象意をもっている。 

● 「震」は顕現作用の象意を持ち、これまでの行動の善悪が表面化し、名声や評判が高まる一方で悪事

も露見しやすくなる。 

① 過去 4年間の衰運気を脱し、積極的に行動できる開運の年です。但し舌禍に注意し人とのコミュニケ

ーションを大切にし、諸事冷静に対処することです。 

② 何事においても、即決即行が決め手であるが、準備不足や勇み足及び目先の欲や利潤のみの追求は、

墓穴を掘る結果となる。自制心を大切に(足るを知る心)。 

③ 人間関係の拡大に伴い、行き過ぎや短気、舌禍に注意し、周囲との調和と協調を心掛け、甘言に乗ら

ないこと。また収支バランスの崩壊などの危険性もあり。 

④ 結婚を前提とした異性に巡り合う絶好のチャンスの年、真面目で心の通った交際を心掛けること。 

⑤ 新規事業などは、以前から準備計画していた事柄なら良好です。但し方位や相生・相剋(共同事業な

どの場合)を、無視しないこと。 

⑥ 今年は、火難、雷難の危険年です。電気やガス等の点検、管理に心掛けること。 

また焚火やタバコなどの火の後始末を確実にすること。 

⑦ 健康面においては、さほど心配ないと思われますが、暴飲暴食を避け、「新陳代謝」を意味するとこ

ろから、古病、持病の再発、悪性の腫れ物などに注意すること。早期発見、早期治療が必要。 
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◆ 七赤金星  大正 10・昭和 5・14・23・32・41・50・59・平成 5・14・23 

● 本命星の「七赤金星」が東南の巽宮(明展宮)に入り完成の喜びを味わう運気好調な盛運年となる。今

までの地道な努力と苦労が実り事業や人間関係で相当の発展と進歩がみられて活躍できる年。 

① 運気好調な盛運年。「信用、遠方、交流、調整、整う、喜び」等の象意を持つ福運年。 

  但し『歳破』の年回りなので、期待はずれ、約束破りの事象がありますから慎重に対処すること。 

② 信用第一に心掛け、遠方の取引にツキが発揮されます。自信をもって行動せよ。旅行においては、自

分が世話役にまわれば信用はつくが実利なし。特に派手さから予算や経費の超過が心配されます。 

③ 営業面での特徴として全ての事柄が長引く傾向あり。適格な情報を元に、即決即行で慎重に対処せよ。

利潤追及のみに走り過ぎないように、奉仕の精神を忘れないよう心掛けること(世話役に好機)。 

④ 対人運では、世話事や相談事も増える傾向がある。『歳破』の影響に注意して、空約束や曖昧な態度

は慎み、誠意を尽くし見返りを考えない奉仕の精神こそ大切。 

⑤ 適齢期の男女にとっては、縁談や結婚の整いやすい年。吉方からの縁を大切に、長引く傾向があるが

焦らず慎重に取り組むこと。 

⑥ 公私共に多用となり、人間関係にヒビが入りかねません。仕事と家庭と朋友との板挟みでバランスを

崩さないよう、コミュニケーションを大切にすること。 

⑦ 健康面では、季節の変わり目や疲労の蓄積、暴飲暴食に注意し、充分休養を取ること。 

  祖先の墓参(ご命日詣り)を心掛け、水子に因縁のある方は、供養を大切に。 

 

 

 

 

◆ 八白土星  大正 9・昭和 4・13・22・31・40・49・58・平成 4・13・22・31 

● 本年は本命星である「八白土星」が中央の観心宮(自尊宮)に入り「命厄」の年として 10 年に一度の

総決算の年となり、今までの生活や行動の結果が評価される年となる。 

● 俗にいう「八方塞がり」の年で良い時と悪い時の両極端の減少が現れる傾向が強く、精神面で変化変

動が生じやすいので慎重に対処すること。 

① 俗に言う『八方塞がり』の年、過去９年間の総決算の年で、反省の年と心得よ。 

  また９年周期で１０年先までの人生設計、生活設計を立て直すのに良い年。 

② 中宮(観心宮)に入り、静観して動かず現状維持に努めよ。運勢上の浮き沈みの変化変動の大きい波乱

含みの年で、諸事結論を求められる年になります。心して対処せよ。 

③ 先祖供養の大切な年。他人まかせにせず、自ら上品(ジョウボン)の孝養に心掛けること(今年は特に

先祖供養とお盆及び彼岸等の供養を大切に)。 

④ 事業面や営業面では、五黄土星の悪影響(五黄同会)を受け、好不調の落差が大きく的確な判断力が必

要。また新規の事業や計画の実施は、慎重さが必要。 

⑤ 5月の「八白土星」の日(5/7、5/16、5/25、5/28)は、9年に一度の大切な盛運日として活用すること

(開店、改名、襲名には吉)また健康診断にも最適な日。 

⑥ 健康面は、体調の変化を生じやすい傾向がある。持病、古病の再発、また病気治療中の人は、悪化し

やすい傾向があり、過労からの疾病に要注意(自宅療養より、短期吉方位の診療)。また交通事故、突

発事故等にも注意。 

⑦ 『命厄』の年につき、節分には厄除けの断ち物などを行い、自身を歓苦型人間に磨き上げること。 
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◆ 九紫火星  大正 8・昭和 3・12・21・30・39・48・57・平成 3・12・21・30 

● 本命星の「九紫火星」が西北の乾宮(伸展宮)に入り活動の年となり、積極的に取り組むことで才能、

手腕、力量が十二分に発揮され、成果があがるチャンスの年です。 

① 運気充実して、強運の年。力量を発揮し積極的に行動できる年ですが、奉仕の精神で諸事焦らず、慎

重に対応するように心掛けること。 

② 独断専行を慎み、人間関係の和に努め、先輩や有識者の意見、助言、忠告に耳を傾け、 

又部下の意見も受け入れる心の広さと余裕を持つこと。 

③ 公私共に多用(その割には実利なし)となり、人間関係にヒビが入りかねません。仕事や家庭でのコミ

ュニケーションを大切にすること。 

④ 経済面は、投資や大口取引には現状を見極めて、計画的に進めること、予算超過とならぬ様、収支の

バランスに注意すること。 

⑤ 稽古事や趣味を活用して、新知識を求めるのに好機です。老後の為に学ぶ姿勢を大切にし、生涯学習

の趣味を求める心掛けを持つこと。 

⑥ 今年は特に仏壇、仏具、墓地の手入れ、新調には最良年。また仏壇の修理、リサイクルするにも良好

な年です。仏事法要、墓参など大切にすること。 

⑦ 健康面では、心身の疲れや神経の乱れる傾向があり、睡眠と休養を取れるように心掛けること。又、

交通事故、転落事故、突発事故等にも注意。 

 

 

 

 

＊「易は 当たるも八卦・当たらぬも八卦」とご承知ください。 

 

参考文献         運研       井上慶亮氏 

易経講和     公田連太郎氏 

干支の活学    安岡正篤氏 

マーフィの易占い ジョセフ・マーフィ氏 

陰陽道      長原芳郎氏 

       日本の自然災害  国会資料編纂会 

高島易断     高島呑象氏 
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コーポレートロゴを一新 

～古（いにしえ）と今をつなぎ未来を造るチカラのかたち～ 

 

太田油脂株式会社 

東京支店長 加藤 茂樹 

 

2019 年、当社は創業１１７年を迎えます。1 月 1 日より、コーポレートロゴを「古

（いにしえ）と今をつなぎ未来を造るチカラのかたち」のテーマの基で一新しました。 

長い時間で培ってきた歴史を大切にしながら、新しい未来に向け、世界を「健康」で

「笑顔」にする理念の実現を目指してゆきます。 

モノづくりには、その時代の要求や変化にお応えするという使命があります。しかし、

一方では絶対変えてはならないものがあると考えています。それは当社の先人たちが汗

を流し、築き上げてきた確かなモノづくりへの志です。 

 

そこで創業 120年に向けて、改めて というかたちを見つめ直しました。 

 

昨今のコーポレートロゴはローマ字・多色が多い中、あえて老舗感を出しました。 

理念であります世界を「健康」で「笑顔」にすることを目指しています。 

 

＜新コーポレートロゴ＞ 

 

「田」は太田油脂モノづくりのシンボル。 

そして丸で囲まれることで際立つ存在「Only One」となる。 

伝統を守り次世代への新たな伝統を造っていく。 

※「田」は初代が創業した「盛産社」から太田油脂工業を設立した 2代目社長太田一男

の直筆です。 

≪ 賛助会員からひとこと ≫  

各メーカー様に順次ご寄稿を頂き、シリーズとして掲載しています。 

今回は太田油脂㈱様にご寄稿いただきました。 
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＜旧コーポレートロゴ＞ 

 

時代背景もあり、欧米を意識した日本の気概、植物の成長に重要な太陽（赤）と大地

（緑）、赤は厄難を除け、白は清く正しく、緑は成長など諸説ありました。 

搾油から始まった当社のモノづくりは、現在では油づくりを核に、肥料、飼料、海産

物、農産物までフィールドを広げています。コーンオイル生産シェア日本一、大量生産

のコモデティー・オイルはもとより、お客様の求める特殊で少量の油製品も柔軟かつ挑

戦精神あふれる経験を基に、お客様のニーズを満たすべく全社員一丸となり励んでいま

す。 

 

 次世代の油づくり。当社が今、最も力を入れて取り組むテーマです。 

食を通じて体力や活力を油の摂取から得る時代から、人の体に健康をもたらす油や、調

味料の機能を果たす油、そして自然の在り方に通じる油が求められています。 

 

「人生１００年時代」、当社は新しいコーポレートロゴの基、伝統を守り、次世代へ

の新たな伝統をつくって参ります。 

今後ともご指導・ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。 
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記  者  の  視  点 

 

毎回、業界紙誌の皆様からのいろいろな視点でご寄稿いただいております。 

今回は『健康寿命のはなし』㈱日刊経済通信社 石母田記者からご寄稿をいただ

きました。 

                                             

  

☆健康寿命のはなし 

  

株式会社日刊経済通信社 

記 者  石 母 田   昴 

 

近年、慣行寿命という言葉の認知度が高まっている。健康寿命とは、2000年にWHO（世

界保健機関）が提唱したもので、平均寿命のうち、要介護となった期間（衰弱・病気・痴

呆）を差し引いた期間とされている。現在、日本社会において高齢化の進行が問題となっ

ており、健康寿命と平均寿命には大きな差があり、健康寿命を延伸することが課題となっ

ている。健康寿命の妨げとなる要介護状態への入り口として、“メタボリックシンドローム”

“ロコモティブシンドローム”“サルコペニア”などが挙げられる。メタボリックシンドロ

ームは、内臓まわりに過剰に脂肪が蓄積し、血糖、血圧、脂質などの検査データが高めで、

高血圧、脂質異常症、糖尿病などの病気を発症しやすい状態であり、この状態から早期に

脱出することが、健康寿命延伸に繋げることができる。メタボリックシンドロームについ

ては、健康診断においても「メタボ度チェック」などといったものが行われているので、

幅広い世代で比較的認知の高い言葉ともいえよう。 

しかし、サルコペニアとロコモティブシンドロームは、高齢者や医療などの分野に携わ

る人を中心とした低い認知度となっている。サルコペニアは、加齢などにより、筋肉量が

減少することで、握力や下肢筋・体幹筋など全身の筋力低下が起こることを指す。筋肉の

合成と分解が崩れ、分解が合成を上回ることでサルコペニアが引き起こされるとされてい

る。筋肉量が低下すると、運動機能が低下するだけでなく糖代謝や脂質代謝異常などとい

った生活習慣病の危険性も増大する。骨格筋は、体重の 4 割を占める最大の“臓器”であ

り、「運動」「代謝」「たんぱく質の貯蔵」を担っている。骨格筋の機能低下により、怪我、

病気、寝たきりを招く危険性があるとされている。 

ロコモティブシンドロームは、骨・筋肉・関節・靭帯・腱・神経などから構成される“運

動器”の障害のために移動機能の低下をきたした状態を表し、2007年に日本整形外科学会

によって新しく提唱された概念。日本国内では平均寿命が延びる中で、運動器の障害によ

って日常生活に支援や介護が必要となる高齢者が増加している。運動機能が低下すると、 

－１４－ 

 



 

 

 

 

転倒しやすく、関節への負担が増加し、転んで骨折すれば筋肉量が低下していく。 

サルコペニアとロコモティブシンドロームを予防するには、筋肉ケアが非常に重要とな

る。人間の細胞は絶えず生まれ変わっているが、筋肉はその期間が短い。組織を構成する

たんぱく質の半分が入れ替わるのに、骨は７年、関節の軟骨は 117 年かかるのに対し、筋

肉はわずか 48日と短期間で入れ替わる、筋肉をつけることで、骨や関節にかかる負担も軽

減することができる。 

筋肉老化やサルコペニアに輪をかけて、近年問題視されているのが「サルコペニア肥満」。

サルコペニアと肥満が重なった状態で、早い人は 40 代に発症し、70 代では肥満のみより

も増える傾向に。この症状は、生活習慣病などのリスクが高まるというのが怖いところ。

筋肉は、代謝や機能調節に関与する器官でもあり、ブドウ糖を取り込んで血糖をコントロ

ールしたり、グリコーゲンとして貯蔵する役割がある。筋肉量・質の低下により、インス

リンが効きにくい状態になり、生活習慣病が発症してしまうリスクが高まる。サルコペニ

ア肥満は、“太っていないから大丈夫”というわけではない。見た目では痩せて見える人で

も、筋肉量が少なければサルコペニア肥満の対象となる。 

以上のような症状は、脂質、たんぱく質、炭水化物をバランスよく摂取し、身体を動か

すことで防ぐことができる。特に、運動は重要で、筋力トレーニングが効果的とされてい

る。ある老人ホームで、レクリエーションとして軽い筋力トレーニングを行ったところ、

それまで歩けなかった入居者が歩けるようになったという結果が出ている。 

なにが言いたいのかというと、2019年はしっかりと食事を摂って、適度に運動（筋トレ）

する年にしましょうということです。ありがとうございました。 
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～～～ 油脂関係団体トピックス ～～～ 

 

●１１月２日(金) 第２６回「植物油栄養懇話会」が開催された 

＜一般社団法人日本植物油協会＞ 

油脂摂取との関連について「腸内細菌と脂質代謝、健康への影響」というキーワード 

で専門の先生からの講演が行われ、油脂と腸内環境との関わりを解明する研究につい 

て分かり易く発表がありました。 

・講演１ 「腸内細菌による食事由来油脂代謝と代謝物の生理機能」 

          京都大学 農学部               岸野重信先生 

・講演２ 「腸内細菌による脂質代謝を捉える最先端リビドミクス」 

          理化学研究所                 安田 終先生 

・講演３ 「油脂と腸内フロ－ラが織りなす腸内環境と健康」 

          医薬基盤・健康・栄養研究所          國澤 純先生 

 

 

 

 ●１１月１２日(月) 第４２回日加菜種協議が開催された 

＜油糧輸出入協議会・一般社団法人日本植物油協会＞ 

  ［議題］ 

１）日本の経済情勢と食の動向等について 

       日本植物油協会専務理事   齊藤 昭 

油糧輸出入協議会専務理事  井上達夫 

２）２０１８／２０１９年度におけるカナダ菜種種の需給展望 

Ｍａｒｙ Ｂｉｒｌｅｙ、Ｃａｒｇｉｌｌ 

３）２０１８年度菜種生産農家の最新情報 

        Ｊａｃｋ Ｆｒｏｅｓｅ  

        Ｃａｎａｄｉａｎ Ｃａｎｏｌａ Ｇｒｏｗｅｒｓ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ 

４）日本市場の２０１７年概要と２０１８年の展望 

日本植物油協会事務局長   菱山正孝 

５）２０１７年収穫の西部カナダ産菜種の品質 

ＶｅｒｏｎｉｑｕｅＢａｒｔｈｅｔ 

Ｃａｎａｄｉａｎ ＧｒａｉｎＣｏｍｍｉｓｓｉｏｎ 

６）２０１８年日本に輸入されたカナダ産菜種の品質 

日本植物油協会技術部会長  佐藤将裕 

７）２０１８年収穫の西部カナダ産菜種の品質 

          Ｖｅｒｏｎｉｑｕｅ Ｂａｒｔｈｅｔ 

ＣａｎａｄｉａｎＧｒａｉｎ Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ 
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●１１月１５日(木) ２０１８年アメリカ大豆バイヤ－ズ・アウトルック・コンフ 

ァレンスが開催された。 

＜アメリカ大豆輸出協会＞ 

 ［議題］（油・飼料業界向け） 

１）米国大豆生産者からの約束及びハイオレイン酸大豆の生産見通し 

        ナンシ－・カヴァザンジァン氏 

       （全米大豆基金財団理事 ウィンスコンシン州大豆農家） 

２）世界の大豆の需給 

        デイビット・ハイタワ－氏 

（Ｈａｒｔｆｉｅｌｄ Ｔｒａｄｉｎｇ Ｐａｒｔｎａｒｓ社 ＣＭＥグル－プ） 

３）ゲノム編集技術による育種の現状と今後の見通し 

        笠井 美恵子氏 

    （国立大学法人 千葉大学 環境健康フィ－ルド科学センタ－ 特任教授） 

４）２０１８年度産米国大豆の品質報告（一般大豆） 

        セス ネイブ博士（ミネソタ大学 作物学・植物遺伝学部 准教授） 

   ５）海外市場におけるサステナビリティ 

         西村 允之氏（アメリカ大豆輸出協会 日本代表） 
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各 地 区 の 活 動 状 況   

＜平成３０年７月～平成３１年１月＞ 
 

                                         （写真提供 油脂特報社） 

 

７月２５日(水)  全油販連企画委員会は『第１回油脂未来セミナ－～油の花から実へ～』を東京

に続き愛知でも開催し、「油と油問屋の歴史」をテーマに、愛知県油脂卸協同

組合会員各社の若手・中堅の従業員を中心とした約３０名が受講した。 

 

７月２６日(木)  『第１回油脂未来セミナー～油の花から実へ～』は大阪でも開催し、関西油脂

連合会会員各社の若手・中堅の従業員を中心とした約３０名が受講した。 

 

７月３０日(月)・８月２７日(月)・９月１８日(火) 

全油販連 宇田川公喜会長、金田雅律副会長ならびに東京油問屋市場 館野洋一

郎理事長、島田豪副理事長は農林水産省、一般社団法人日本植物油協会、およ

び製油メーカー大手３社に挨拶回りを行なった。 

 

８月１日(水)   東京油問屋市場は定例役員会を開催。各委員会の平成３０年度活動計画の策定

及び各委員長の選定、行事日程の確定を行った。 

 

８月６日(月)   愛知県油脂卸協同組合は平成３０年８月度定例役員会を開催。平成３０年度工

場見学会会場の選定等について審議した。 

 

８月２２日(水)  東京油問屋市場は、館野洋一郎新理事長、金田康男前理事長が油市場の課題や今

後の運営について、所信表明の記者会見を行った。 

 

９月４日(火)   全油販連役員会を油商会館にて開催し、第６５回総会議案の審議と講演・講話

等について協議した。 

 

９月１２日(水)    愛知県油脂卸協同組合は平成３０年９月度定例役員会を開催。平成３０年度永

年勤続優良従業員候補者の審議・工場見学会会場の選定・経営講演会の講師選

定等について協議した。 

 

１０月２日(火)   東京油問屋市場は建値委員会主催懇親ゴルフ会を千葉県千葉市の袖ヶ浦カン

ツリ－クラブ袖ヶ浦コ－スにて開催。製販関係者多数の参加で盛会となった。 

  

１０月２３日(火) 全国油脂販売業者連合会は、第６５回定時総会を東京中央区のロイヤルパ－ク

ホテルにて開催した。（詳細は記事別掲） 
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１０月２４日(水) 全油販連企画委員会は『第２回油脂未来セミナ－～油の花から実へ～』を 

関西・愛知・東京の合同で開催し、「油とは何か」をテ－マに製油工場見学会

を行った（日清オイリオグル－プ㈱横浜磯子事業場）。全国各地から７２名が

参加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月２日(金)  一般社団法人日本植物油協会主催の「第２６回植物栄養懇話会」が東京千代田

区の如水会館にて開催され、会員多数が受講した。 

 

１１月１２日(月)  「第４２回日加菜種協議会」が如水会館で開催され、オブザ－バ－として金田

雅律副会長、館野洋一郎副会長、岡本専務理事が出席した。 

 

１１月１３日(火)  愛知県油脂卸協同組合は協同乳業㈱東海工場にて「平成３０年度工場見学会」

を開催した。組合員・賛助会員約２９名が参加。試食会、試飲会、工場の産業

廃棄物ゼロへの取り組み等の説明を受け、乳製品製造工程並びに工場設備を見

学し大変有意義な見学会となった。 

  

１１月１５日(木) アメリカ大豆輸出協会主催の「２０１８アメリカ大豆バイヤ－ズ・アウトルッ

ク・カンファレンス」が東京港区の東京アメリカンクラブにて開催され、全油

販連会員多数が出席した。 

 

１１月２１日(水) 東京油問屋市場は定例役員会を開催。今後の行事について協議した。 

 

１１月２８日(水)  愛知油脂卸協同組合は『平成３０年度経営講演会』を 

開催。㈱Ｊ－オイルミルズより「今般の油脂事情について」、 

横浜市立大学鮎沢大名誉教授より「アーユルヴェーダ～ 

美しく長く生きる」と題し講演を受け組合員・賛助会員 

約３２名が参加し盛会となった。尚、例年開催されてい 

る永年勤続表彰は、今年度は該当者がなかった。 

    

１２月３日(月)  全油販連 宇田川公喜会長、金田雅律副会長ならびに東京油問屋市場 館野洋一

郎理事長、島田豪副理事長は農林水産省、一般社団法人日本植物油協会、およ

び製油メーカー大手３社に年末の挨拶回りを行なった。 

 

 

館野実行委員長の挨拶 宇田川会長の挨拶 日清オイリオグループ㈱ 

光畑横浜磯子事業場長による説明  
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１２月７日(金)  愛知県油脂卸協同組合は定例役員会を開催。平成３１年度新年会の進行予定、

出席予定者の報告を事務局より行い了承を得た。また、平成３０年度メ－カ－

と役員との懇談会が開催され約２３名の出席で懇親を深めた。 

 

１２月１４日(金) 全油販連企画委員会は「第３回油脂未来セミナ－」の開催について、日程・内

容を協議、決定した。 

 

１２月１７日(月)  東京油問屋市場は、東京日本橋箱崎町の T-CAT ホ－ルにて「平成３０年大納

会」を来賓、賛助会員、営業人等多数の参加を得て開催。平成３０年度最後の

立会いを行い全品同事とした。 

  

 

 

 

 

 

 

１２月１３日(木) 関西油脂連合会は、製販懇談忘年会を開催。会員、賛助会員３０名が参加で盛

会となった。 

 

１月７日(月)   「第５９回油脂業界新年交礼会」(油脂６団体共催)がロイヤルパ－クホテルに

て盛大に開催された。当日はメーカー、問屋、商社、農林水産省をはじめとす

る関係官庁、関連団体から多数が参集。一般社団法人日本植物油協会 八馬史

尚会長、油糧輸出入協議会 貝塚寛雪理事長、農林水産省食料産業局 新井ゆた

か局長の年頭祝辞の後、日本マ－ガリン工業会 郡昭夫会長による乾杯発声で

賀詞交換が行われた。恒例により、宇田川公喜会長をはじめとする全油販連一

同による音頭で油締めを行った。 

 

１月８日(火)   関西油脂連合会、油糧輸出入協議会関西支部、飼料輸出入協議会関西支部、一

般社団法人日本植物油協会共催による「平成３１年油糧・飼料合同新年会」が

大阪のザ・リッツ・カ－ルトン大阪にて盛大に開かれた。当日は製油、加工油

脂、商社、問屋、飼料業界関係者等が参集し今年１年の飛躍を誓い合った。一

般社団法人日本植物油協会を代表し、会長会社である㈱Ｊ－オイルミルズ 内

海淳執行役員大阪支社長が年頭挨拶、関西油脂連合会の木村顕治会長の乾杯で

和やかな懇親となった。 

 

１月９日(水)   東京油問屋市場は「平成３１年初立会」をロイヤルパ－クホテルにて、来賓・

賛助会員・営業人など約９０名の参加を得て開催した。立会いでは、大豆油、

菜種油、菜種白絞油の３品をはじめ全品目とも同事となった。 

 

金田建値委員長の挨拶 館野理事長の挨拶 

 

㈱Ｊ－オイルミルズ 

善当取締役専務執行役員の挨拶 

 

島田副理事長の中締め挨拶 

 

 

－２０－ 



懇親会では農林水産省食料産業局食品製造課 東野昭浩課長、一般社団法人日

本植物油協会 八馬史尚会長より年頭祝辞をいただき、全油販連 宇田川会長が

乾杯の音頭をとった。また、昨年の初立会に予想投票した大納会時、大豆油中

値の結果が発表され、５名にピタリ賞が授与される等で盛会となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月１８日(金)  愛知県油脂卸協同組合は名古屋のザ グランクレ－ルにて来賓・賛助会員・組

合員など多数の参加を得て「平成３１年新年会」を開催した。一般社団法人日

本植物油協会会長会社を代表して㈱Ｊ-オイルミルズ 芦田健名古屋支店長よ

り年頭祝辞をいただき、日清オイリオグル－プ㈱中部支店 長岡宏支店長の乾

杯で和やかな懇親の場に移った。 

 

 

 

 

  

 

 

１月１８日(金)  東京油問屋市場は、新春吉例の佃島住吉神社に初詣を行い油脂製販関係者５０

名が参拝した。その後浅草の一松にて製販懇談・懇親会を開催し、㈱Ｊ-オイ

ルミルズ東京支社業務用販売部 佐藤将史第２グル－プ長に「最近の油脂事情」

を、カネダ㈱金田康男代表取締役社長に「平成３１年はいかなる年か」の講話

をいただき、２０名の参加で製販の和やかな懇親の場となった。 

 

１月２０日(日)  関西油脂連合会は、会員、賛助会員約４０名の参加で油祖離宮八幡宮に恒例の

初詣を行った。 

㈱J-オイルミルズ 

芦田支店長の年頭祝辞 

館野理事長の挨拶 農水省 東野課長の年頭祝辞 日油協 八馬会長の年頭祝辞 

全油販連 宇田川会長の乾杯 島田副理事長の油締め 

太田理事長の挨拶 全油販連 木村副会長の年頭祝辞 佐橋副理事長の油締め 

－２１－ －２１－ 



 

－２２－ 

◎東京  (単位 : 円)

７月 ８月休会 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900

3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750
 (大口50缶以上直送) 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400

4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100

 (同　　上) 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900

3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750

 (同　　上) 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300

13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500

9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500

純  正  椿  油 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000

精製落花生油 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600

6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600

5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900

5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400

4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800

8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400

4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900

47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500

綿  　実　  油 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400

5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500

3,115 3,115 3,115 3,115 3,115 3,115

荏　　　　油 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000

亜 麻 仁 油 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000

桐　 　　油 98,000 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000

ひま し油準局 83,800 83,800 83,800 83,800 83,800 83,800

や　　し　　油 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000

醤　 油　 油 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100

精 製 魚 油 ㎏/240 ㎏/240 ㎏/240 kg/240 kg/240 kg/240

調理用マーガリン 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800

㎏/97 ㎏/97 ㎏/97 kg/97 kg/97 kg/97

㎏/92 ㎏/92 ㎏/92 kg/92 kg/92 kg/92

パ ー ム 油 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

オリーブ 油 ㎏/1,250 ㎏/1,250 ㎏/1,250 kg/1,250 kg/1,250 kg/1,250 

◎愛知  (単位 : 円)

７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

(上) １６．５㎏ 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
(並) 〃 3,850 3,850 3,850 3,850 3,850 3,850 3,850
(上) １６．５㎏ 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100
(並) 〃 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
(上) １６．５㎏ 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
(並) 〃 3,850 3,850 3,850 3,850 3,850 3,850 3,850

ラ  　ー　  ド 国   産 １５．０㎏ 3,065 3,065 3,065 3,065 3,065 3,065 3,065

動 物 油 脂

サ  ラ  ダ  油

こ  　め　  油

ラ　　 ー　  ド

バラローリー

白絞ドラム付

綿白絞油

輸　 　入

国　 　産

純１６．５㎏

１８１．５㎏ドラム付

１９０．０㎏ドラム付

１９０．０㎏ドラム付

１８１．５㎏ドラム付

８㎏×２

胡　  麻  　油

大豆白絞油

菜 　種 　油

菜種白絞油

綿実上銘

綿実並銘

コーン上銘

コーン並銘

サフラワー

白 絞 油

金　 　口

１６．５㎏

 平成３０年７月～平成３１年１月油価推移（東京・愛知）

上　   値

中　　 値

下　　 値

上　 　値

大　  豆　  油

　（東京油問屋市場建値委員会）

中　 　値

菜 種 白 絞 油

菜　  種　  油

　（愛知県油脂卸協同組合）

赤　 　口

調合６０％

１６．５㎏

下　 　値

上　 　値

中　 　値

下　 　値

国産豚脂

国産牛脂

精製１６㎏

１６．５㎏

１８　Ｌ



 全油販連いっぷくコーナー     
 

「初」もの 

 

先ずは初詣。例年どおり箱根駅伝の往路を見てから深川不動尊へ出かけたが、初めて、並

ぶことなく参拝できた。破魔矢などを持つ人も殆どないことにも驚き、何かよからぬことが

起こる年になるのではないかと懸念した次第。３人目の孫の誕生御礼と家内安全、私の呆け

防止を祈願した。 

また飯田橋駅での乗換え有効時間 30分の間に、初めて、東京のお伊勢様といわれる東京大

神宮へ。縁結びの神様のようで今昔の若い女性ばかり。ここは手水舎に柄杓が無く、両手を

清め、両手で水を受けて口をすすぎ、再度両手を清めるとの説明書きは初めて見た。しかし

大神宮のＨＰには普通の手順が掲載されている。ともあれ老いらくの恋の祈願をし、恋結び

占いは恥ずかしくて素通りした。 

次は絵画鑑賞。年金生活者になって毎週のように絵画展

に行くようになったが、以前から年初は日本橋の三井記念

美術館の展覧会と決めている。三井家旧蔵などの名品 100

点弱が展示されるが、第一の目的は丸山応挙の国宝雪松図

屏風である。第４展示室の正面が定位置で、描き残された

部分が雪となり、その雪が見事に立体と化し、退館までに

何度も戻って感嘆味わうのが楽しい。是非とも一度はご覧

いただきたい。 

そして初観劇？昨年町田市立国際版画美術館の帰りに、

和太鼓東京打撃団のポスターが目に留まり、公演会場の市民センターで購入した。毎年開催

しているようで高齢の方が結構多かったが、皆さん、太鼓に合わせて手拍子をして楽しんで

いるのをみて、音楽は元気の秘訣と再認識した。踊りも加われば、足腰も強くなり、長生き

しそうだと思ったが、太鼓をたたき続ける体力はないので、緩やかな動きで片手の指が少し

不自由でもできるものはないかと考え始めた。 

最後に、お粗末な初発見。数年前に特売で買った大型 TV のヘッドホンと書かれた穴にジ

ャックを差し込んだが、TV本体の音が消えないので、ずっと故障していると思っていた。そ

れが過日ジャックを差し込み、ヘッドホンを耳に当てたら音声が聞こえ、そして TV 本体を

消音にしても聞こえることに気がついた。トリセツに書いてなかったと思う発見でニヤリと

したが、そのボリュームのコントロールが未だわからない。イヤホンジャックを差し込むと

本体から音が消えることしか知らなかったオッサンの新発見という変な話でした。 

おまけで初夢。好奇心を持ちつつ変化の年にしようと、太極拳の DVD で体を鍛え、門前

仲町の三味線教室に通い都都逸の一つもできるようになりたいというのが初夢である。 

 

                                 麻賀倫太郎  

 

－２３－ 



編集後記 

 

平成３１年第１号の「全油販連ＮＥＷＳ」をお届けします。 

＜日本植物油協会から製油業界に関連する平成３０年１０大ニュ－スが発表された＞ 

平成３０年製油業界１０大ニュ－ス 

 １位 米中貿易摩擦に伴う貿易環境の激変と業界への影響。 

  ２位 台風、豪雨、地震など自然災害が多発し、業界企業も被害。 

  ３位 健康志向の定着及び生食需要の拡大に伴い、米油、あまに油、ごま油、えごま油 

     オリ－ブ油等多様な油の需要が引き続き好調。 

  ４位 原料相場の変動、人手不足、物流費の上昇など先行きが見通しにくいコスト環境。 

  ５位 パ－ム油についての２０２０年東京オリンピック・パラリンピック調達基準で 

     ＲＳＰＯ、ＭＳＰＯ、ＩＳＰＯが推奨すべき認証制度に。 

  ６位 米国産大豆、ブラジル産大豆の生産量が史上最高を更新、アルゼンチンが大きく 

     減産。 

  ７位 カナダ産菜種の生産量が２年連続で２０００万トン超、ＥＵ、豪州が大きく減産。 

 ８位 遺伝子組換え表示制度において引き続き植物油は表示義務なしで答申。 

  ９位 ＩＯＣ（国際オリ－ブ協会）と日本植物油協会の連携強化。 

１０位 ＴＰＰ１１（１２月発効予定）、日欧ＥＰＡ（２０１９年２月発効予定）の批准決議 

     が進むなど自由貿易協定が進展。 

 

 《お知らせ》 

    全油販連ニュ－スの発行を今年度より年２回（２月～７月・８月～１月）発行 

に変更いたしました。より一層、内容の充実を図ってまいりますので、よろしく 

お願い申し上げます。 

                                 （編集係：岡本・松山） 

                             (編集係：岡本・松山 
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