
                                                                                          

本日の例会（第１６７０回）     １／２７（水） 

◆スピーカー 会 員 加島 光君 

◆題   名  

「繁華街でのぼったくり被害と警察・弁護士の防犯活動」 

次回の例会（第１６７１回）      ２／３（水） 

《月間卓話》 

◆スピーカー 加藤 昌之 会長 

◆題    名 未 定 

第１６６９回例会記録     １／２０（水）晴 

◆司    会 玉置 正樹君 

◆斉    唱 RS・それでこそロータリー 

出 席 報 告 

会 員 数  37名  前々回訂正  1667回例会 

欠席会員数  98   欠 席 会 員  6名中 

出席会員数  29名  MAKE UP  5名 

出 席 率  78.38％  出席率訂正  97.06％ 

会  長  挨  拶 

                                   会長 加藤 昌之 

 ようやく冬らしくなってきま

した。大変寒い毎日が続いており

ます。皆様、お体には気をつけて

お過ごしください。 

 さて、日曜日に歴史まちづく

りの人たちと東別院西側の橘町

界隈の歴史建造物の調査をしてきました。地区５０年以上の建物が何

処に何件存在するかの調査でした。 

 そこで、少し面白い発見がありました。１、橘町発祥の話。２、

橘座の歴史。３、歌舞伎稲荷神社が現存している件です。 

１、橘町の発祥は、二代目藩主徳川光友が、広小路から熱田に通じ

る道（本町通り）の城下町の南端を通りかかったとき、ひっそりとた 

つ古着屋に目がとまった。当時のこの地は千本松原と呼ばれるほど松

が一面に生茂っており（松原町）、城下に通じる海道筋でもその南端は  

物寂しい地であった。そんな中で古着屋がつつましやかに店を開いて

いたことに、光友は心動かされたようである。 

寛文 4年（1664年）11月、城に戻った光友はこの地に町を建設

することを計画する。町名は『古今集』夏一三九の題しらず詠み人知

らずの「さつきまつ 花橘の香をかけば 昔の人の 袖の香そする」

の一句を選び、「橘町」と名付けた。その後この界隈は大須から続く芝

居小屋が立ち並ぶ歓楽街に発展して行った。 

２、そこで、同年に「橘座」の全身の芝居小屋が東別院の西隣（今

は愛知産業大学校舎）に建設された。江戸時代営々と続いたが江戸末

期（1866年）に台風で倒壊してなくなってしまった。しかし、明治

三年中村座として再考され、明治７年「橘座」と改名された。しかし

明治２４年濃尾地震で大破した。その後大須観音の方に引っ越しして

行きました。 

３、ここからが発見です。その橘座があった場所の南側に今でも「丸

為」と言う旅館があります。この旅館は江戸末期宇佐見九郎兵衛が料

理屋を買い取って旅館にしました。それが今でも存続しています。中

庭に入ると全く時空間の違うところに迷い込んだ感があります。そこ

には、稲荷神社がお祭りしてあり、今でも毎日お参りは欠かせないそ

うです。そのお稲荷さんは歌舞伎の神様がお祭りしてある「歌舞伎稲

荷神社」だったのです。

奉納板や灯籠（1856年）

等が残っていて台風で大

破する前です。奉納の板

には「４代目中村歌右衛

門と倅中村福助」と書い

てありました。今でも歌

舞伎の関係者お参りにくるそうですが、あまりにも荒れ果てているの

で存続できるのはあと数年の可能性があります。 

幹 事 報 告 

１．今月は職業奉仕月間です。後程月間に因みまして、近藤 朗職業

奉仕委員長より卓話をして頂きます。 

２．家族忘年会の写真を展示致しましたので、１月２７日（水）まで

にお申し込みをお願い致します。 

３．来る４月１６日（土）の春の家族会のご案内を同封致しました。

参加申込の締め切りは、２月３日（水）ですので、よろしくお願

い致します。 
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ご案内 

・春の家族会のご案内    （親睦活動委員長 西脇 多吉） 

卓話 

「企業の不祥事について－その原因と対策」 

職業奉仕委員会  

委員長  近藤 朗 

本来職業奉仕月間にちなんだ

卓話は、「ロータリーにおける職

業奉仕とは？」というような内容

がふさわしいのかも知れません。

しかし私は、能力、研鑽ともに不

足しております。そこで弁護士が

お役を仰せつかっていることもあり、「企業の不祥事」について、話し

てみたいと思います。 

まず、「今、何故、企業の不祥事が問題になるか？」についてです。

一般に「企業の不祥事」とは、「企業が起こした社会的信頼を損なわせ

る行為や出来事」のことをいいます。ごく最近も、羽島の産廃業者ダ

イコーが、CoCo壱番屋の廃棄カツを横流ししましたし、旭化成建材

の杭工事がありました。大きな例でいえば、フォルクスワーゲンによ

る排ガス不正や東芝の不正会計処理の問題もあります。 

これらを種類別にみると、まず、「商品・製品の欠陥等」として、「三

菱自動車でのリコール隠し」「パロマで不正改造された湯沸器使用者が

一酸化炭素中毒となった事案」「赤福の表示偽装」等があります。また、

「経営」の問題として、先の東芝を筆頭に、「オリンパスでの損失隠し」

「大王製紙の役員への巨額貸し付け」等が掲げられます。尚、「労働・

セクハラ」もあり、これらを理由とした配転命令等が掲げられ、更に

「情報流出」としては、ベネッセコーポレーション等の問題がありま

した。 

これら各例を見、かつて企業の責任が問題となった水俣病等の公害

と比較すると、近年問題となる「不祥事」の特徴としては、「現実に人

の生命身体に影響を及ぼす被害を生じたか否か」等に関わらず注目さ

れるという点を掲げることができます。赤福を食べてお腹が痛くなっ

たという話ではありませんし、ダイコー関係の食品も、未だ健康被害

の届け出はありません。すなわち、「そのような企業姿勢」そのものが

問題視されています。 

その理由は様々であろうとは思います。しかし、一つの大きな要素

として、マーケティングでよく取り上げられる「品質過剰」の問題は

あるでしょう。すなわち、継続的な技術の進歩によって品質は向上し

ている。しかし、市場のニーズはそれに追いついていないということ

です。これは例えば、「身の回りの家電の機能を使いこなしているか？」

と考えるとよく分かります。パソコンやスマートホンはもちろん、電

子レンジや炊飯器に至るまで、「使ったことのない機能」にあふれてい

ます。 

かつて、市場ニーズが品質に先行していた時代、すなわち「エンス

トしない車が欲しい。」「立ち上げが早いパソコンは？」という頃には、

技術がそれらを追いかけることによって物は売れました。しかし、品

質過剰で厳しい競争を強いられる中、供給側は、様々な価値を商品に

付与して「差異化」を図ります。ここで、「どんな企業がどのように作

ったのか？」も着目されるわけです。 

このように、「企業の不祥事」は、単に法律、倫理の世界に止まらず、

市場の問題、すなわち「売れるか売れないか」に直結する問題となる

点が特徴的です。 

では、具体的にどのような状況で企業不祥事は生ずるのでしょか？

私はここで、「過剰な欲望」と「閉塞的状況」を掲げたいと思います。 

ここでスポーツの世界、「駅伝」を例に考えてみます。駅伝ではしば

しば、注目のエースランナーが「大ブレーキ」となります。もちろん、

「注目されているからブレーキが目立つ」ということもあるでしょう。

しかし、長年のファンの目でみると、「量的問題」ではなく「質的問題」

としか思えない大きな失速が目立つのです。私はそれを、「エースブレ

ーキの原則」と呼んでいます。 

監督の立場で考えると、「エースでタイムを稼ぎたい」と思います。

「少し様子がおかしいか？」と感じても、「本人は大丈夫だと言ってい

る。」「彼は前の大会でも、自己管理の上、想像を超えた結果を出した。」

というように考えます。そこで、№２、№３であれば、有無を言わせ

ず交代を命ずるケースでも、「代えがいない。」という現実に負けてし

まうのです。 

さて、前に掲げたパロマの不祥事で対象となった商品は、非常によ

く売れていたものでした。赤福餅の人気は言うまでもありません。こ

のような商品に問題がある場合、上記と同様な状況が生じます。「おか

しい」と感じた従業員も、「看板商品の売上減少」を考えれば、容易に

それを口にすることができません。企業全体がその雰囲気に包まれま

す。「過剰な欲望」が生み出した「閉塞的状況」です。 

企業は営利のために活動しているのですから、欲望が存在すること

は当然です。問題は「閉塞感」です。前の駅伝のケースで言えば、№

２で、常にエースに着目している選手は、レース直前のエースの異常

な状況について、詳細に把握しているかもしれません。いつもエース

の世話をしている１年生もそうです。監督がそれらの部員の意見を取

り入れるのを常態化していたら、エースに対し、「お前自身の選手生命

にも関わる。」といって、交代を命ずることができるかもしれません。

「風通しの良さ」こそが危機を救います。 

ではどのような人が不祥事を起こすのでしょうか？ 

私は、「性善説」や「性悪説」ではなく、「性弱説」に立ちます。あ

る局面での人の弱さが危機を招くのです。その弱さの内容を考える際、

「優れた人の中に潜む弱さ」が参考になります。例えば「学校での成

績が良かった人」と「仕事の場面で実力が開花した人」とを比べると、

まず前者は、「世の中の仕組みについての飲み込みが早く、物事を筋立

てて説明することに長ける」という美点がある反面、常に「何故人が

それをしないか？」を考えがちですから、「秩序維持に傾く」「慎重に

過ぎる」という傾向があります（Ａ）。他方後者は、「何が利益か、そ

のために何をすべきかということを察する力に長ける」「人のやらない

ことをやってみようという行動力がある」という美点がある反面、「何

故、人がそれをしないか？」について、考えない傾向もありがちです

（Ｂ）。 

ここで例えば、Ｂの型の人が冒険的な行動をとり不祥事が生じたの

ち、Ａの型の人が発覚しないように手を尽くす・・というパターンに

陥ると、最も深刻な事態となります。逆に２つの型の人同士が、適切

に協力できれば、不祥事を防いだり、深刻化しないで済ますというこ

とが可能だということになります。 

以上、雑駁な分析ですが、皆様のお役に立てば、幸いです。 



 

ニ コ ボ ッ ク ス 

梅村 美知容さん 

久しぶりの大雪。今年もよろしくお願いします。 

横田 徳久君 

大雪でしたが、一時的でほっとしました。 

【本日は、雪の風景はとてもきれいでしたが、通勤は大変でした。足

元に皆様注意で過ごしましょう。】 

 

 

加藤 昌之君 伊藤 晋一君 横井 尚啓君 古川 康司君 

玉置 正樹君 尾関 正一君 岩田 滿治君 斉藤 裕也君 

渡邉 泰彬君 梶川 久雄君 横井  登君 遠藤 友彦君 

足立陽一郎君 小關 敏光君 尾關實津成君 加藤あつこさん 

柴山 利彌君 

杉浦 定文君 

石黒  勉君 

近藤  朗君 

西脇 多吉君 

阿部 美男君 

星川 直志君 

梅田  渉君 

西脇 良一君 

入江 由希子さん 

 


