
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

［第3グループ内の例会日］ 新狭山(月)、入間(木)、

入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火) 

                   所沢(火)、新所沢

(火)、所沢西(火)、所沢東(木)、所沢中央(月) 

 

 

第 3 グループ内の例会日］ 新狭山(月)、入間(木)、入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火) 

                     所沢(火)、新所沢(火)、所沢西(火)、所沢東(木)、所沢中央(月) 

 

第 1159回(11月 28日) 例会の記録 

 

点 鐘     益子伸明会長 

合 唱     我らの生業 

第２副ＳＡＡ  松浦会員 宮岡会員 

 

※出席報告 

会員数 出席者数 出席率 前回修正 

３２名 ２８名 84.62 ％ 98.46 ％ 

 

 ﾊﾟｽﾄ会長の時間   

        

 若松泰誼パスト会長 

 

『挫折力 復活力』 

1990 年～2000 年初めの頃、日

本の企業の中で、雪印や三菱自動車、カネボウ、す

き家、その他いろいろと不祥事が発生しました。みな

さんもご記憶の方が多いかと思います。その失敗を起

こした企業のその後、挫折をバネに「弱さ」を「強さ」に

変えて「復活」をしている企業があります。そこには企

業経営にとって役割がいっぱいある訳ですが、今日

はある企業がどうして蘇ったのか、「復活の歴史」の話

をします。 

「あの夏は忘れない」…毎年 6 月、それは雪印メガ

ミルクにとって喪に服するような一ヶ月となっています。 

１７年前に起きた「あの事件」を振り返り、考え直す取

組みとなっているからです。 

2000年 6月 25日、近畿地方で雪印乳製品による集

団食中毒事件が起きました。 

だが数日後の記者会見に立った、当時社長の石川

哲郎は実態を把握しておらず、記者の質問にしばし

沈黙し、間違った説明を繰り返しました。 

決定的だったのは 7月 4日の会見で、途中で質問を

打ち切った石川は、エレベーターまで追いかけてきた

記者団に「私は寝てないんだ」と言い放ってしまいま

した。その映像が全国に流れ、消費者からの猛反発

を買う事になります。そして雪印の全商品が店頭から

撤去される事態に発展してしまったのです。 

なぜ事件は起きてしまったのか？現社長の西尾哲治

は考えました。「事件を社内で風化させてしまった」…。 

実は雪印は 62年前にも事件を起こしていました。 

それは墨田区の小学校などで脱脂粉乳による食中毒

を起こしていたのです。「そんなハズはない」と一気飲

みして、トイレに駆け込む失態も演じてしまいました。 

この時の経営ＴＯＰは「全社員に告ぐ」と題した訓示を

配りました。「品質によって失った名誉は、品質をもっ

て回復する以外に道はない」…と 

だが、これも 1980年代までは新入社員に配っていま

したが、いつの間にか訓示は消え、語られることも無く

なっていました。 

 
 

週 報 
2017～2018年度  ＲＩ会長 イアン Ｈ．Ｓ ライズリー 

ＲＩのテーマ 『変化をもたらす』 
地区のテーマ 『RI 戦略計画を皆で一緒に実行しよう!!』ガバナー 細井保雄 
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だからだろうと思いますが、今度の事件で反省した雪

印では、6月 16日を「誓う日」と定め、全部門で食中

毒について語り合う事にしました。 

社長の西尾は「3度事件を起こしてはならない」と決

意を語っています。すでに社員の 57％は事件後に入

社しています。雪印さんでは今、毎年 6月に全社一

斉に品質保証テキストを配り、「理解度テスト」を実施

しており、全ての社員が全ページを開くことになりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去に乳製品は学校給食や生活の必需品のため、さ

したる営業努力や商品開発の必要性もなく、儲かり続

けるうちに「生産者のおごり」が組織をむしばんでしま

ったんですね。 

だがあの夏の出来事は、多くの社員に企業の在り方

を考えさせることになりました。 

社長の西尾は、子供を育てる母親から一通の手紙を

受け取りました。 

(内容) 

「私は母ひとりで育てられました。母乳が出ない母は

土木作業で苦労をしながら、一番高い粉ミルクを買っ

て育ててくれたのです。それが雪印と言うブランドでし

た。 

私は子育てに雪印を与えていいのか？でも違う商品

を買えば、母を否定することになる。どうか母の人生を

裏切らないでください。」 

西尾社長は「ブランドとは企業だけのものでは無かっ

た」と痛感したんだそうです。 

その後ヨーグルトの「恵 megumiガゼリ菌ＳＰ株」となる

商品等を出して、ヒットもして、食中毒事件とその翌年

の牛肉偽装事件で分離せざるを得なかった。牛乳事

業も 2011年再統合しました。 

消費者の声を最大限

に活かす仕組みを構

築するなど、地道な活

動の連続によって、売

上が順調に回復し、

雪印は再びブランド

の信頼を取り戻そうと

しています。 

私の会社でも常に品質と向き合って失敗をしない様

に頑張っていますが、最近では「品質日本」が凍りつ

く様な大企業の不祥事が発生しています。 

企業規模の大小とか関係なく失敗したら、そのツケは

必ず廻って来るという事を今回は改めて勉強させてい

ただきました。 

以上で私からの話は終わります。  

本日はありがとうございました。 

 幹事報告                浜野幹事 

・『第６回来日・派遣学ｾｲｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ』開催のご案内 

・『狭山市２ＲＣ新春合同例会開催のご案内』 

 平成３０年１月２２日（月） 18：30～新狭山ホテル２Ｆ  

・『青少年を育てる狭山市民会議 第５回理事会』 

『狭山市綱引大会第５回実行委員会』開催のご案内 

・11月 14日(火)家族同伴日帰り親睦旅行収支報告 

・個人の預り金収支明細書の内容をご確認の上、不 

明な点は事務局までお問合せください。  

・受贈会報   新狭山ＲＣ 所沢西ＲＣ 

・回   覧  かものはしプロジェクト 

 

｢外来卓話｣･････  
前 福岡県糸島市立 
伊都国歴史博物館長 

榊原英夫様

『海を渡った倭国王』 

 

福岡県糸島市の伊都国歴史博物館には、同市上

町向原遺跡出土の素環頭大刀が収蔵されています。

これは伊都国の宝として３００年に亘って伝世され、5

世紀頃の墳墓に副葬されたものですが、120cmに及

ぶ弥生時代におけるわが国最大最長の大刀で、正し

く『魏志倭人伝』が記す「五尺刀」であるかに見えま

す。 

しかし、当該大刀の製作年代は理化学的分析（鉄

分析及び 14C年代測定）から１世紀（AD）～2世紀

初頭とされ、倭国（倭国の後半は邪馬台国連合であ

る）の女王卑弥呼が魏に遣使した景初 3(239）年及び

魏の建中校尉梯儁が来倭した正始元（240）年とは

100年を超える時間差があり、倭国女王卑弥呼が魏

帝曹芳から下賜された「五尺刀」（二口のうち一口）と

する蓋然性は低いのです。 

却って、後漢の永初元（107）年に倭国王帥升が後

漢の安帝から下賜されたものである可能性が浮上し

ます。当時、糸島地域に強大な王権が存在したこと

は、三雲南小路王墓・井原鑓溝王墓・平原王墓など

の遺跡群から確実です。 

倭国王帥升は西暦１００年前後の伊都国王であっ

たと考えられ（倭国は 88～107年の間に成立したと推

定される）、倭国初代の国王であった可能性が高いと

思われます。倭国王帥升は安帝即位の祝賀表敬に

合わせ、倭の奴国に代わって倭国が創始されたことを

東アジア世界に高らかに宣言したのです。 

 

この永初元（107）年の後漢への貢献では、さらに

一つの特筆すべきことがあります。倭国王帥升が自ら

派遣団を率いて渡海したと考えられることです。 

『後漢書倭伝』には「安帝の永初元（107）年、倭國王

／帥升／等、生口百六十人を獻じ、請見を願う」とあ

ります。この「倭国王／帥升／等」の用法を、史書とし

て先行する『魏志倭人伝』の用法と比較することで遣

使の実態に迫ることができそうです。 

https://ameblo.jp/kodaishi-omoroide/image-12320495895-14051054797.html


〇倭の女王、夫夫／難升米／等を遣わし郡に詣り… 

〇太守弓遵、建中校尉／梯儁／等を遣わし、… 

〇倭王、復た使大夫／伊聲耆・掖邪狗／等八人を遣 

わし、… 

〇倭の戴斯（大使）／烏越／等を遣わして郡に詣り… 

〇塞曹掾史／張政／等を遣わし、… 

〇倭の大夫率善中郎将／掖邪狗／等二十人を遣 

わし、… 

これらの「等」は遣使が使節団を形成していることを

示していますし、「等」の前に記される官職名と個人名

は、派遣された使節団の代表者（団長）ということにな

ります。 

また、『魏志倭人伝』に見える派遣者と使者の関係

を示す動詞「遣わす Jが『後漢書倭伝』の当該文節に

は見えません。『後漢書東夷伝』においても、使者を

遣わす場合には「扶餘王、使を遣わし奉貢す」や「高

句麗、使を遣わし朝貢す」など、国の最高為政者であ

る国王本人が直接訪問する場合と峻別しています。

倭国王帥升は使者を派遣したのではなく、安帝即位 

奉祝団には倭国王帥升が一行を率いて自ら参加して

いたことになります。 

これは驚くべき事実です。わが国の近世までの歴

史で、国の代表者ガ海を渡って外国を友好訪問する

という事例は、本例を除けば他にありません（３４６年

に神功皇后が、新羅討伐を行い、３６４年に太子誉田

別皇子が新羅に侵攻したとされるが、いずれも皇后又

は皇太子であり、しかも平和的な外交ではない。又、

『宋書倭国伝』の「祖禰躬ら甲胄を擐き、（略）渡りて海

北を平ぐること九十五国」は、この誉田別皇子等の朝

鮮半島遠征（高句麗広開土王碑文関連）を指すと考

えられるが、いずれにしても軍事行動であり、平和外

交とは程遠い）。 

後漢の安帝は、160人という膨大な生口を献じ、自

ら代表団を率いて貢献した倭国王帥升に最大の敬意

を払い、特別な恩寵を以って長大な素環頭大刀を下

賜したものと思われます。 

倭国王帥升は伊都国王であり、玄界灘沿岸の国々

を束ねる伊都連邦（対馬．一支・

末蘆・伊都・奴・不彌及び斯馬・巳

百支・伊邪の９か国で構成される）

の盟主でもあります。正しく「海洋

漁労国家群」の領袖としての面目

躍如といったところでしょうか。 

 

 

「魏志倭人伝」に登場する国。かつてこの地に実在し

た伊都国。 

そして糸島市上町向原遺跡より出土した 120センチ

に及ぶわが国最大最長の太刀「素環頭太刀」。 

榊原先生より配布された資料をもとに、「素環頭太刀」

とさきたま古墳群より出土した「稲荷山鉄剣」の対比

や、大量に発掘された銅鏡とその大きさ、そして「魏

志倭人伝」と「後漢書倭伝」との比較や時代考証な

ど、多岐に及ぶ内容を分かりやすく、日本（倭国）の

歴史についてご説明いただきました。 

著書： 『景行天皇と巡る西海道歴史紀行』 

       －わが国の起源を求めて九州を歩こう－ 

       （海鳥社刊）2006.12 

 

       『邪馬台国への径』 

       －『魏志東夷伝』から「邪馬台国」を 

読み解こう－ 

       （海鳥社刊）2015.2 

 

 

 

 

 

益子君 前、糸島市立伊都国歴史博物館館長、榊原

英夫様、本日の卓話楽しみにしていました。

宜しくお願いします。 

浜野君 伊都国歴史博物館前館長 榊原英夫様、遠

方よりようこそお越し下さいました。卓話楽し

みにしておりました。本日は宜しくお願い致

します。若松Ｐ会長、会長の時間宜しくお願

い致します。 

江原君 伊都国歴史博物館前館長の榊原英夫様、

本日は当クラブの例会での卓話の時間に

遠路お越し下さいまして、本当に有難うござ

います。お話しを楽しみにしておりました。

宜しくお願い致します。 

小島君 伊都国歴史博物館前館長 榊原英夫様、よ

うこそお出で頂きました。お話し楽しみにし

ておりました。勉強させていただきます。 

松浦君 伊都国歴史博物館前館長 榊原英夫様、よ

うこそいらっしゃいました。本日は宜しくお願

い致します。 

守屋君 榊原先生、遠路はるばるお出で下さいました

事に有難う存じました。楽しみにしておりま

した。 

佐藤君 本日の外来卓話、柴田Ｐ会長御紹介の伊都

国歴史博物館前館長 榊原英夫様、遠路は

るばる彩の国、狭山市へようこそお越し下さ

いました。楽しみにしておりました。本日は

宜しくお願い致します。 

柴田君 榊原英夫様、遠路はるばるお越し頂き有難う

ございます。卓話宜しくお願いします。 

清水君 本日の外来卓話の榊原先生、福岡からお出

で頂き誠に有難うございます。お話し楽しみ

にしています。宜しくお願い致します。 

若松君 榊原先生、今日は楽しみにしていました。卓

話宜しくお願いします。 

 

 

  ◆次の例会 

12月 12日（火） 12：30～13：30 

第二副ＳＡＡ ： 沼崎会員 小幡会員 

外来卓話   ： （医）尚寿会理事長 

             大生病院院長 

             寶積 英彦 様 

http://search.yahoo.co.jp/r/_ylt=A2RAyiXP0SRaxDUA_0.DTwx.;_ylu=X3oDMTFsOXJzMTZ0BHBhdHQDZ2dsBHBvcwMzBHByb3ADZ2lzZWFyY2gEcXADBHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=1ab7rmfrd/EXP=1512463247/**https:/search.yahoo.co.jp/image/search?rkf=2&ei=UTF-8&gdr=1&p=%E5%B9%B3%E5%8E%9F%E9%81%BA%E8%B7%A1%E5%87%BA%E5%9C%9F%E8%B6%85%E5%A4%A7%E5%9E%8B%E5%86%85%E8%A1%8C%E8%8A%B1%E6%96%87%E5%85%AB%E8%91%89%E9%8F%A1

