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令和元年の全油販連 NEWS第２号の発行にあたり、一言ご挨拶申し上げます。 

 

この原稿を書いております８月中旬は、台風が通過して猛暑が一段と厳しくなってい

ます。日本海側の一部では 40℃越えを記録しております、全油販連の皆様方にはいか

がお過ごしでしょうか？ 

私事ですが、７月の中旬に道東を旅して来ました、この時は全国的に涼しくて厚岸町

では朝方 10数℃で肌寒いくらいでした。 

猛暑の中、北海道のエアコンの普及率は約３０％、連日 30℃超えが続いた比較的暑い

と言われる帯広市でも約５０％位だそうです。 

 

左の写真は阿寒湖近くに硫黄山、真ん中は阿寒湖アイヌコタンの入り口、生憎の天気で肌寒かったです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右の写真が、釧路港です、サンマが揚がってませんでした。 

 

来年、この時期にオリンピックが開催されます。当然の事ながら暑さ対策は必須で

す。私事ですが、女子ゴルフと男子の自転車ロードレースが当選しました！ 

海外からも多くの方の来日が予想されます、わが油脂業界は内需型の業界ですから新

しい需要を期待したいと思います。 

全国油脂販売業者連合会 

会  長  宇田川  公 喜 

－１－ 



 

 

昨年より新しい取り組みとして油を勉強する会（油脂未来セミナー）を開催しており

ます。７、８月には健康油をテーマにセミナーを開催しました。 

開催の折には、会員の皆様の御協力、御参加を頂きまして誠に有難うございました。 

次回は１０月２９日に東京にて全国合同での開催を予定しております。 

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。 

 

結びに、食用油の需要維持、適正油価の実現に一層の努力をしてまいりたいと考えま

すので、今後とも全油販連の活動に対しましてご理解とご協力を重ねてお願い申し上

げます 

 

－２－ 



  東京油問屋市場 第１１９回起業祭を開催 

         

と き  平成３１年３月２５日（月）１７：００～１８：４５ 

ところ  ロイヤルパークホテル（東京・中央区） 

 

 

東京油問屋市場では第１１９回起業祭を開催した。 

 

第１部の『式典』では、館野洋一郎理事長の式辞朗読に続いて、金田雅律副理事長が今後のさら

なる発展を祈念し、盛大に油締めを行った。 

 

第２部の『懇親パーティ』では、はじめに館野洋一郎理事長が「油は、江戸時代から明治の初め

まで主に灯としての役割をしていた。その後、油は食品として使われるようになった。江戸時代

には天ぷらが登場し、その後は洋食などで揚げ物が普及し、油業界も時代が大きく変わる中で進

化を遂げてきた。当市場が創立した当初から、油は日本人にとって貴重な栄養源となっている。

最近は経済状況の変化や生活様式が変化する中で、伝統をきちんと受け継ぎながら、未来に向か

って時代の変化に対応していくことが大きな問題だと認識している。現在、各方面の関係者の皆

様の協力を得ながら、全国の油脂販売業を営む仲間たちとともに、それぞれの従業員を対象とし

たセミナ－を実施している。このセミナ－は、食生活の変化、多様化、さらには高度化が進む中

で、われわれ油脂販売業者が時代の流れに対応するための学びの場と位置付けている。そして、

油の価値を正しく理解して、その価値を伝える力を養う場でもある。さらに、それにとどまらず、

油の新しい価値を創造していく、こうした活動につなげていきたい。今後も諸先輩方が築いてき

た伝統を重んじながら、一方では時代の変化に合わせて、セミナ－以外にもいろいろな取り組み

を進めていくための勉強と相談も始めている。来年の１２０回の起業祭を一つの契機として、さ

らにその先の時代に対応していくために、業界の仲間とともに今後も努力をしていきたい。」と挨

拶した。 

 

その後、来賓挨拶として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)

は「平成の時代は大震災をはじめ、さまざまな自然現象が多発したが、一方で、わが国経済は世界

経済に支えられ、緩やかな回復傾向をたどっきたものと思われる。この週末はイチロ－選手の引

退報道でもちきりだったが、今までの彼の努力を改めて感じることができたと同時に、積み重ね

ていくということが本当に大変なことで、重要なことであると痛感した。そういう意味では起業

祭として１１９回目で、１６６０年から３５９年の長きにわたる東京油問屋市場様の歴史の重さ

を改めて感じた。最近はマスメディなどを通じて油の価値がフォ－カスされ、積極的に摂取した

ほうが良い、という風潮が高まり、大きな追い風となっている。ただ、足元をみると経済環境の厳

しさは変わらず、特に若い世代を含めて将来に対する不安などから、なかなか消費が上向かない

状況だ。また、物流費の高騰、人件費の上昇という問題も顕在化している。東京は人口が増えてい

ることもあり、なかなか実感しにくいが、地方では市場が伸びない中で、人手不足から結果的に

人件費が高騰するという課題に多くのお客様が直面し、全国的にもその流れが拡大するのではな 

－３－ 



 

いか、と感じている。そうした中で、当協会会員各社は安定的に成長を続けるべく価値を発信し、

事業構造のありようについても協会内で検討を始めている。産業として安定期な成長を実現して

いくためにも、製販の枠組みを超えて事業の成長を実現していきたい。伝統を守りながら新しい

姿を創っていくという館野理事長様の考えと当協会の方向も同じ考えにある。東京油問屋様のさ

らなる事業発展のために、当協会も微力ながら尽くしていきたいと考えている。」と挨拶された。 

 

乾杯音頭は全油販連宇田川公喜会長が行ない「桜も咲いて、来週には新しい元号が発表され、

５月１日に１２６代目の天皇陛下が誕生する。万治３年に東京油問屋場の前身の寄合所ができた

時には、１１１代の後西天皇、徳川家綱の時代だ。当時は一元号一天皇ではなく、後西天皇の時は

元号が４回変わっている。明暦の大火の後に「よろずおさまる」という意味で万治という元号に

後西天皇が変えたいう。また、１１９年前は明治天皇の時代だった。東京油問屋市場も来年起業

して１２０年になるが、２００年、３００年と続くであろうし,最近のはやりのことばで表現する

とサステナルブな業界にするためには、適正な利潤と適正な油価での販売が必要だと思う。製販

一体となって頑張ってきたい」と述べた。 

最後は島田豪副理事長が油締めで、起業祭を締めくくった。 

                     

    

 

                     

    

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真提供 油脂特報社） 

 

全油販連 宇田川会長の乾杯 島田副理事長の油締め 

金田副理事長の式典油締め 

日油協 八馬会長の来賓挨拶 

館野理事長の式辞朗読 

－４－ 



  

 

 

 

４月６日(土)、京都･大山崎の油祖離宮八幡宮において恒例の日使頭祭が行なわれた。当日

は満開の桜の中、メーカー、販売業者、関係団体の代表者ら油脂業界から１００余名が出席。

また総代会、地元関係者も多数出席し、油脂業界のさらなる繁栄や参拝者の無病息災を祈願し

た。 

 本年の日使頭(ひのかしら)は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)が務められ、午前１１時開式、献燈の儀、湯立の神事、祝詞奏上、玉串奉奠などの伝

統神事の後、次のように挨拶された。 

「本日も古式ゆかしく、また、素晴らしい天気、桜の花に恵まれる中、日使頭祭の祭礼が厳粛

に執り行われたことにお祝いを申し上げる。私も初めての日使頭の大役に大変緊張している。

また、本日は遠方より多くの関係者の皆さまがご多忙の中、ご出席いただいたことに御礼申し

上げる。離宮八幡宮は貞観元年(859年)にこちらにご神体が祀られ、翌年の８６０年に神社が

創設された。その後、神社の神官が長木を開発し、えごま油の搾油を始め、朝廷より油祖の名

を賜ったと聞いている。また、油脂の専売権を獲得し、それが今日の油脂産業の基盤となった

と理解している。ただ、その道のりは決して平坦なものではなく、応仁の乱や禁門の変による

消失や鉄道開発等の激変を乗り越え、現在の社殿は昭和になって再建されたところだ。その後

平成２５年には本殿などが文化庁の登録無形文化財になるなど、関係する皆さまのご尽力によ

ってその価値を今日まで高めてきた。今週４月１日に新元号の発表があり、連日多く報道され

ている。今回は国書の万葉集から選ばれたわけで、それに伴い日本の古典に改めて注目が集ま

っている。日使頭祭については、百人一首で有名な藤原定家もこの祭りに山崎民家がことごと

く関わったと記載されていることからも、地元の皆さまとの深く、長い絆を感じるし、そしさ

まざまな試練を乗り越えて今日まで来られたという事実をもって、油祖離宮八幡宮がいかに重

要な役割を果たしてきたかがうかがい知れる。昨年は台風の影響を受け、一部の施設が損壊

し、関係の皆さまが復旧に向けて努力されているところである。私ども崇敬会は昭和６１年に

発足し、神社の発展に取り組みさせていただいているが、今後も一層の努力を傾注していく所

存である。かってはえごまを原料とした灯明から、現在は食用が主たる用途へと大きく広がっ

てきている。ただ、その中でも生活を支える基礎素材をお客様にお届けするといった役割はい

つの時代においても変わることなく、そのことに会員一同が志を一つにして、また、変化の時

代においても伝統を重んじつつ、変化に対応していくという気持ちを持ち合わせるということ

が、この日使頭祭の業界にとっての今日的な意義であろうと考えている。これからの令和の時

代においては、国内の人口減少、高齢化いよいよ本格化する一方で、このところは会員各社の 

皆さまの研究開発、情報発信のご努力よつて、油の価値が再評価されてきているところである。 

 

日 使 頭 祭 
平成３１日年４月６日(土) 

－５－ 



 

 

これからの令和の時代においても、製油業界がますます発展するよう、みんなで力を合わせて

行くことをお願いしたい」と話された。 

その後は社務所にて直来が開かれた。直会は崇敬会木村治愛副会長の挨拶に続き、全油販連宇

田川公喜会長の乾杯の音頭で懇談会に移った。今年も境内では、長木と呼ばれるえごま油の搾

油機の修復したものが紹介され、搾油の実演もされた。油の歴史を知るうえでも有意義な祭り

となった。 

  

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (写真提供 油脂特報社) 

日使頭による玉串奉奠 

日使頭 八馬日油協会長の挨拶 

湯立神事 

崇敬会 木村副会長の直会挨拶           

 

全油販連 宇田川会長の乾杯 

離宮八幡宮 宮司挨拶 

－６－ 



≪ 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。 

今回は辻製油㈱様にご寄稿いただきました。 

                                  

 

 

ニッチでもいいのでオンリーワンを目指して 

 

辻製油株式会社 

製油事業本部 

営業部次長 石塚真也 

   

 

令和元年を迎えた今年（２０１９年）私たち辻製油は、創業７２年を迎えました。 

 三重県はコメの裏作として菜種栽培が盛んだったこともあり、１９４７年に国産なた

ね搾油専用工場としてスタートしました。また、とうもろこしを原料としたデンプン工

場が多数あったので、デンプンを採取した後のとうもろこしから胚芽を取り出し、そこ

からとうもろこし油を抽出するようになりました。 

「人まねはしない、何処も出来ないことに取り組む」という独創性重視の企業理念の

もと、基幹事業である製油事業（菜種油・コーン油搾油）で培った技術を応用し、各種

高機能レシチン、コーンセラミド、フィッシュコラーゲンペプチドといった機能性素材

や、柚子オイル、しょうがオイルなど天然香料の研究開発及び販売をおこなっておりま

す。 

その他、様々な植物から機能性成分を抽出することにも取り組んでおり、搾油と酵素

技術それを組み合わせた新素材の開発にも力を入れております。 

                                         

 

    （本社事務所外観） 

－７－ 



 また、地域貢献型会社の形成に向けた取り組み強化、その一環として地域資源に着目

し、自社工場で使用するエネルギーを石油から、地元の間伐材などを有効活用した木質

バイオマスボイラーを併設し、そこから生み出された蒸気を製油事業で使用、ＣＯ2排

出のない環境づくりに貢献しております。工場で熱源として利用された高圧蒸気は工場

で使用した後でも約９０℃のお湯としてエネルギーを持っており、それを併設するガラ

ス温室型植物工場の熱源としてトマト栽培にも進出しています。正に完全利用を実現出

来ました。 

           

（松阪木質バイオマス熱利用協同組合工場）        （トマトハウス外観） 

 

 様々な事に挑戦してきておりますが、当社は１９６１年より、コーン油（とうもろこ

し油）の製造を主に行ってきました。 

 冒頭にも述べさせて頂きましたが、当時の東海地方は甘藷デンプン製造が盛んな地域

でしたが、国産デンプン原料の減少から、とうもろこしなどの海外原料に代わっていき

ました。とうもろこしからデンプン（コーンスターチ）を製造した後の副産物の中に胚

芽があり、これがコーン油の原料となります。 

 この胚芽に着目し、コーン油の搾油を行ってきました。 

 東海地方中心に始まったコーンスターチ会社が全国に増えていき同時に副生する、と

うもろこし胚芽の発生も多くなりました。 

 当社も全国のコーンスターチメーカーより胚芽を集め、搾油量増やしていきました。 

 コーン油は、大豆油・菜種油に次ぐ規模となり、植物油製造の中でも大きな位置づけ

となっていきました。 

 とうもろこし胚芽から搾油した油は、リノール酸を多く含む健康に良い油として注目

を集める一方、加熱時に嫌なにおいを発生させるリノレン酸が少なく、不快臭がほとん

ど無いプレミアムオイルとして現在も根強い需要に支えられ、安定した操業をさせて頂

いております。 

 今後も、製油とレシチンの事業で長年培ってきた抽出技術を活かし、天然素材を利用

した新しい食品を開発し、これからも皆様の美と健康をサポートしていきます。 

－８－ 



 

 

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(有)油脂特報社 花部記者からご寄稿をいただきました。 

                                             

  

インバウンドを考える 

  

有限会社油脂特報社 

記者 花 部 美 代 子    

 

知人が今年七月上旬、東京・台東区浅草に「忍者カフェ」をオ－プンした。三月中旬に「現

在、内装も自分で手掛けている」という連絡を受け、すぐ下見に行った。以前は鉄板焼き店

だった店内が工事現場さながらの雰囲気だった。建設業やアパレルなどさまざまな経験を持

つ知人だったが、イチから店舗を作るとなるとこれは大変だという思いを残して帰ったため、

八月上旬に完成した店舗を見た時には「よく頑張って作り上げたものだ」と感心した。 

この「忍者カフェ」は増え続けるインバウンド(訪日観光客)をタ－ゲットとしたもので、

オ－プン間もないが欧米人を中心とする外国からのお客さんが安定して入店しまた、現在は

夏休みを利用して日本のファミリ－客からも予約が入るなど、出足は好調のようだ。「忍者カ

フェ」は通常のカフェのようにフ－ドやドリンクを売り物にするのではなく、「忍者体験型」

店舗という新しいジャンルを作り上げたところがポイントだ。もちろん、フ－ドも手を抜か

ずにオリジナル性の高いメニュ－を揃えている。「忍者の装い＝黒い色」のイメ－ジから、粉

末の食用竹炭を使った黒いメニュ－を売り物にしている。代表的なところでは『忍者カレ－』。

サフランライスを手裏剣型に固め、まわりに黒い色のカレ－を盛り付けるもので、ほかも、

つけ汁が黒い『忍者うどん』、手裏剣型に焼き上げた黒い『お好み焼き』などがある。こうし

てメニューを紹介してみると、外国からのお客さんはフ－ドでも忍者の気分を体験できる仕

組みになっている。 

具体的に、体験型とはどのようなことを示すのかというと、来店客は忍者の装いをして店

内で手裏剣投げと吹矢体験ができるほか、浅草周辺の名所・旧跡を視察ツア－がある。これ

にフ－ドとドリンクが付いて一つのコ－スとなっている。店舗を運営するスタッフは五カ国

語に堪能なため、店舗の料金システム、体験内容、フ－ドなどの詳細の内容から浅草の名所

旧跡にかかわる説明には万全の体制だ。 
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東京オリンピックとパラリンピックを控えて国はさまざまな準備を進めてはいるが、イン

バウンドを含め海外から訪日する人達とのコミュニケ－ションの取り方については準備不足

の感じがする。駅名の外国語表示はできているものの、オリンピック・パラリンピックの会

場やホテル、一部の公共施設などを除いて、ことばのやり取りをどうすればいいのか具体的

に見えていない気がするからだ。そのため「忍者カフェ」の取り組みは目を見張ものがあっ

た。忍者気分を高めるだけでなく、不便を感じさせないという意味では、まさに「おもてな

しの鏡」といえるだろう。 

そういえば、この「忍者カフェ」のある台東区は東京都内で一番インバウンドの受け入れ

に積極的で、先進的な取り組みをしている。浅草、上野、谷中という下町を代表する観光エ

リアの英語版、中国語版、韓国語版などが台東区役所に用意されてる。また、定期的にイン

バウンドに関係するビジネスセミナ－を実施している。一番シビレル取り組みは、台東区に

住むおじさんやおばさんなど、エリアに密着した人たち向けのインバウンドセミナーもある

ことだ。例えば上野界隈を歩いていて外国人を見かけたら、また目が合ったら「笑顔で、ハ

ロ－」と挨拶するだけで外国人も気持ちが和む。つまりは心のおもてなしになるということ

を提案している。その気になれば、誰でも実践できることを実行することが「おもてなし」

活動につながるという話題だ。実は、この取り組みは、以前、インバウンドの中でも訪日す

るムスリム（イスラム教徒）に絞った取材を台東区役所の観光課に申し入れし、その際に話

題に上がったもので、今ではさらに取り組みも進んでいるものと思われる。 

インバウンドの数は年々増え続け、日本政府観光局が直近で発表している２０１８年のイ

ンバンド数は約３,２００万人となつている。東京オリンピツク・パラリンピックを控え４,

０００万人も身近に思えるようになってきた。実はそれに拍車をかけるような話題が数日前

のある一般紙の夕刊で報道された。それは日本政府が医療目的で来日する外国人に対して先

進的な医療サ－ビスと観光を組み合わせた滞在プランを提供する方針を決めた、というもの

だ。アジアの富裕層を狙い、患者だけでなく家族も日本に滞在し、観光も楽しめるというも

ので、その一例として挙げているのが「患者が受ける医療サ－ビスは脳梗塞後のリハビリと

温泉、家族と楽しむ観光は温泉による健康増進」。また、「患者が受ける医療サ－ビスは栄養

指導をまじえた糖尿病の治療、家族と楽しむ観光プランは地元の食材を使った日本食を味わ

う」というものだ。日本には地方にも高いレベルの医療機関があるため、大都市圏以外の地

方を想定し、地方の活性化にもつながることを狙いとしているものだという。こうした目か

らうろこの「医療ツ－リズム」はインバウンドの新しい受け皿として注目していきたい。 

素晴らしいアイデアが生まれる一方で、インバウンドに関しては課題も見えてきた。直近

の報道番組によるとある観光客が「日本は昼の観光や遊びが充実していても、夜の観光や遊 
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びが少ない」という声があるという。確かに飲食は充実していても観光や遊びという部分で

は指摘のとおりだ。実際に「忍者カフェ」の帰りにも、もったいないと感じることがあった。

浅草を目指して歩いていた時間帯は２０時ぐらい。東京最古の寺と言われる浅草寺に繋がる

仲見世通りはシャツタ－が閉まっており、ほかの商店街も店じまいしているところがあった。

観光客がいるにも関わらず土産品店も飲食店も閉まっていたのだ。「忍者カフェ」の関係者に

よると浅草は比較的店じまいが早いため、夕方までが営業の勝負と割り切っており、逆に効

率的な商売ができているという。また、浅草で昼に観光したあとは新宿や六本木の繁華街に

繰り出す旅行客が多いとのことだった。仲見世通りが夜遅くまで営業をしているだけでも旅

行客の満足度は高まるだろう。 

ふと、ここまで書いてきて自分は訪日観光客のために何ができるだろうと考えた。オリン

ピックやパラリンピツクのボランティアに応募できる体力を持ち合わせているわけでもなく、

語学に堪能なわけでもない。 

そうだ、台東区役所で学んだこと実践してみよう。外国人観光客と目が合ったら笑顔で「ハ

ロ－」と声をかけるぐらいはできる。 
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各 地 区 の 活 動 状 況   

＜平成３１年２月～令和元年７月＞ 
                                          

（写真提供 油脂特報社） 

 

２月６日(水)  東京油問屋市場は定例役員会を開催し、第１１９回起業祭実施要領の決定を

するとともに今後の行事予定について策定した。  

 

２月８日(金)  全油販連企画委員会 油脂未来セミナー実行委員会は会議を行ない、今後の

活動について具体案を協議した。 

 

２月２２日(金) 東京油問屋市場は建値委員会による製販懇談・懇親会を開催。製販営業役職

者等３５名の参加で活発な意見交換の場となった。 

        

３月６日(水)  全油販連企画委員会は『第３回油脂未来セミナ－～油の花から実へ～』を東

京で開催し、「胡麻油」をテ－マに特徴・機能・効能等について勉強会を行な

った。東京油問屋市場営業人各社の若手・中堅の従業員を中心とした６２名

が受講した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月１２日(火) 全油販連企画委員会は『第３回油脂未来セミナ－～油の花から実へ～』を東

京に続き、関西油脂連合会と愛知県油脂卸協同組合の合同で愛知でも開催

し３０名が受講した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月１２日(火)  愛知県油脂卸協同組合は定例役員会を開催し、平成３０年度決算見通し並び

に平成３１年度通常総会日程等について協議した。 

 

 

館野副理事長の油〆 

館野実行委員長挨拶 ごま油工業会三宅氏による講義 

長谷川副実行委員長挨拶 
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３月２５日(月)  東京油問屋市場は『第１１９回起業祭』を東京･中央区のロイヤルパークホ

テルで開催した。来賓、賛助会員、営業人等約８５名の参加で盛会となった。

(詳細・写真別掲) 

 

３月２８日(木)  全油販連企画委員会 油脂未来セミナー実行委員会は会議を行ない、今後の

活動について具体案を協議した。 

 

４月５日(金)   東京油問屋市場は油祖離宮八幡宮日使頭祭前夜祭を京都市左京区の「美濃

吉本店 竹茂楼」において開催。全油販連製販の各地区有志が集い、親しく

懇談した。 

  

４月６日(土)     京都・大山崎の油祖離宮八幡宮において、恒例の「日使頭祭」が開催された。

神事が執り行われ、日使頭の一般社団法人日本植物油協会 八馬史尚会長をはじ

めとする油脂業界製販関係各社および業界団体の代表者等１００余名、総代会、

地元関係者も多数出席し油脂業界のさらなる繁栄を祈願した。また、境内では関

西油脂連合会が模擬店を開催した。（詳細・写真別掲） 

 

５月１４日(火) 東京油問屋市場では定例役員会を開催し、第１１９回定時総会の議案を審

議した。又、令和元年度８～１１月の各委員会行事日程を決定した。 

 

５月１４日(火)  関西油脂連合会ではホテル日航大阪にて第１６回定時総会を開催した。平

成３０年度事業報告並びに収支決算、令和元年度事業計画・収支予算案を満

場一致で承認可決した。 

総会後、懇親会が開催され全油販連から宇田川会長ほか製販関係者約５０

名の参加の下に盛大に行われた。 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月１５日(水) 日本マ－ガリン工業会が平成２０１９年度定時総会を大手町・ＬＥＶＥＬ 

ＸＸＩ(レベル２１)で開催した。懇親パ－ティには岡本専務理事が出席し

た。 

 

 

－１６－ －１６－ －１３－ 

関西油脂連合会中川副会長挨拶 ㈱J-オイルミルズ 

内海大阪支社長挨拶 
全油販連宇田川会長挨拶 関西油脂連合会総会油締め 



 

５月２１日(火) 一般社団法人日本植物油協会が令和元年

年度通常総会を経団連会館にて開催し

た。懇親パ－ティには全油販連から宇田

川公喜会長はじめ役員が多数出席し全油

販連一同の音頭による油〆で中締めを行

った。 

        

 

５月２２日(水) 東京油問屋市場では第３６回ＹＳＧ会を埼玉県東京ゴルフ倶楽部にて開催。

製販関係者多数の参加で盛会となった。 

 

５月２３日(水)   愛知県油脂卸協同組合では名駅のザ グランクレ－ルにて令和元年度通常総

会を開催した。平成３０年度事業報告並びに収支決算、令和元年度事業計

画・収支予算案を満場一致で承認可決した。総会後、懇親会が開催され来賓、

組合員、賛助会員約５０名が参加し盛会となった。 

                

 

 

 

 

 

 

 

６月１９日(水)  東京油問屋市場では交詢社倶楽部にて第１１９回定時総会を開催した。 

平成３０年度事業報告並びに収支報告、令和元年度事業計画・収支予算案を

満場一致で承認可決した。 

 

7月２４日(水)  全油販連企画委員会は『第４回油脂未来セミナ－～油の花から実へ～』を東

京で開催し、「健康オイル」をテ－マにエゴマ油・アマニ油・ココナッツオ

イル・ＭＣＴオイルの特徴・機能・効能等について勉強会を行なった。東京油

問屋市場営業人各社の若手・中堅の従業員を中心とした５３名が受講した。 

  

 

 

 

 

 

                                                

 
全油販連宇田川会長挨拶 愛知県油脂卸(協)太田理事長挨拶 愛知県油脂卸(協)総会油締め 

全油販連の音頭による油締め 

全油販連宇田川会長挨拶 太田油脂㈱尾崎女史による講義 
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 全油販連いっぷくコーナー     
 

 

  怪我とバッシング 

 

半年前のことである。日比谷公園に行く途中、孫が「おんぶ！」というので、D バック

を前にして孫を背負い歩き出した。少し歩くと螺旋階段が目に留まり、「どれ、見てみよう

か」と三段しかない階段を上がろうとした時、一段目の下にあった僅かな段差で転倒した。

咄嗟に片手をついたが、孫は投げ出される形になった。孫は手から着地して無傷であった

のには安心した。 

私は膝を階段の角に強打したが難なく立ち上がれたので、何事もなかったように公園前

の横断歩道を渡り始めた。が、歩くたびにズボンが赤くなっていき、地下道に入り込んで、

膝を見ると裂傷である。その時、頭上から「大丈夫ですか？」と警官の声。派出所に連行？

され、応急措置をしてもらい、「縫わないとだめだな」と救急車が手配された。親切、適切

ではあったが、救急車到着まで、喧嘩？事件？等々職務質問されたのには閉口した。 

そして順天堂大学医院へ。救急受入れの長い椅子の様な台で、消毒、診察後に車椅子で

レントゲン室に。帰りにトイレをお願いしたら、美人看護婦さんも入ってきたのには驚い

た。「向こうを向いていますから」と言われ、爺は爺らしく割り切って一物を…となった次

第。落ち着きのない老後の予行練習をしてしまった。 

長椅子に戻り暫くして「骨には異常ないので、局部麻酔をして縫いましょう！」と、手

術台ではなく、その場で、消毒、麻酔と手際よく、あっという間の４針で、麻酔が一部痛か

ったくらいであった。 

10日くらいたってから抜糸と言われたので、地元の総合病院へ行ったが、研修医のよう

な若造に当たり、「かさぶたがあるのでよく見えないなあ」とか言いつつ数カ所ハサミを入

れて糸を取り出した。しかし最後に「全部取り切れていないかもしれないので、残ってい

たら自分で取ってください」というのには驚いた。そして数日後。瘡蓋が剥がれるときに

黒糸の端が少し頭を出すので、ピンセットで引っ張ると、スルリと１㎝強の糸が取れた。

また数日後には１㎝弱の糸が取れた。結局 3 回自分で取った。医者に間違いはなかったわ

けだ。 

今回の怪我で、年を取ると新陳代謝が悪くなり、今も傷跡が紫色のままであることも身

に染みた。そして、転ばぬ先の杖ではないが、何事も足元はしっかりと見ないといけない

ことを痛感した。加えて、女房の怖さである。「あなたは自業自得だからいいけど、孫が怪

我したらどうするの？」等々袋叩きにあったが、もっともである。 

反面、皆に助けられ、一人じゃ生きられないと改めて実感し、感謝の気持ちを忘れては

いけないことも刻み込まれた。なお、怪我をした３月９日は「感謝の日」として日本記念

日協会に登録されている。 

 

                                （麻賀倫太郎） 
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編集後記 

 

令和元年第２号の「全油販連ＮＥＷＳ」をお届けします。 

 

＜今年の新入社員＞  （産労総合研究所） 

今年の新入社員は「「呼びかけ次第のＡＩスピ－カ－タイプ」と言われ、「はい」「いいえ」 

ではなく「どちらでもない」を選ぶ傾向にある。自分の意思を表には出さず、能動的に動く 

ことが少ないが内部には自からの考えと可能性を秘めている。仕事に対して丁寧に教え、 

理解させればしっかり仕事をしてくれる期待感がもてる。(ＡＩスピーカーは多機能だが機能 

を十分に発揮させるためには細かい設定=丁寧な育成や、別の補助装置=環境整備が必要) 

ＡＩスピーカーのように多彩な力を備えているが、その能力を発揮させるためには、手厚い 

教育や環境の構築が欠かせない。「叱って伸ばす」のではなく「丁寧に見てあげる」こと大切。 

 

 ＜企業規模別３年以内離職率及び理由＞ (労働政策研究・研修機構調査） 

 ・従業員  ５～２９人の企業    ４９.３％ 

 ・従業員 ３０～９９人       ３９.０％ 

・従業員５００～９９９人      ２９.６％ 

・従業員 １,０００人以上      ２４.２％ 

  理由 

 ①労働時間・休日・休暇の条件が良くなかった。 ３５.７％ 

 ②人間関係が良くなかった。  ３５.３％ 

 ③仕事が自分に合わない。   ３５.８％ 

＊「賃金の条件が良くなかった」は １７.７％ 

  新人の違和感や悩みを少しでも解消するためには、上司の果たす役割が小さくない、「上司 

 がどういう人物であるか」ということが入社間もない社員の離職、転職を大きく左右する 

 と多くの事例が示している。 

                                 （編集係：岡本・松山） 

                             (編集係：岡本・松山 
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