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１．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか
会長 : 清水 裕

副会長 : 柏手 茂

2019 年 8 月 1 日

幹事：森 誠司

クラブ会報委員長：瀬尾 光俊

第 3217 回

週報第 3217 号

8 月 1日

会員数 61 名

対象者 59 名 出席者

39(38) 名

出席率 65.00 %

前々回

7 月 18 日

会員数 61 名

対象者 59 名 出席者

36(34) 名

出席率 59.02 %

本日の卓話者ご紹介
(株)茶加藤 代表取締役社長
加藤宗兵衛（かとう そうべえ）様

卓話

「伝統の継承について」
株式会社 茶加藤
代表取締役社長 加藤宗兵衛
本日は、
「伝統の継承」というお題から、茶加藤の歴史
を踏まえて事業継承に繋げてお話しをしたいと思います。
茶加藤は、本年で創業２９１年目になります。加藤家
の祖先は武田家の家臣でした。その後、遠州森町の茶商
から養子を貰い茶商を始めました。１７２８年から棚卸
し勘定帳をつけ始めたので、その年を創業年にしており
ます。また１８３８年頃には、４代目宗兵衛が、二宮尊
徳翁に仕法を授かりました。平塚市との関わりとしては、
１９２１年に支店第１号を出店をしました。会社の理念
は、
◯の中に十一を書いた商号を大事にしています。意味
は「十で元々、十二分ではいただき過ぎ、十一分の気持
ちを大切に」という商売の戒めが込められています。
このように、約２９０年事業を続けてきた中では、事
業承継という壁が大きくありました。現在日本の中小企
業の経営者年齢の分布は、２０年間で４７歳から６６歳
へ移動をしました。また７０歳以上の経営者は、約２４
５万人いて、その約半分が後継者未定と言われています。
現在の日本の税制・承継システムは、儲かってるほど承
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継しにくいと考えています。その中で誰に継がせるのか
というのを「決める」というのが大事であります。我が
家の場合、事業承継に二宮尊徳翁に仕法を頂きました。
それは事業承継は財産分与をするのではなく、一人に相
続すべきというものです。兄弟に分与する場合、今は良
くても将来に禍根を残す事もあると教えを受けました。
現在は、法律上財産分与が義務付けられております。結
果、それが企業や家庭の力を削いでいると考えています。
次に経営者の年齢と成
長への意欲ですが、やは
り高齢になると意欲が減
退しているというデータ
があります。意欲が減退
する前に、事業承継に取
り組む必要があります。
加藤家は、８代目は３１歳、
９代目は４４歳、１０代
目の私は２５歳で事業承
継をしました。その理由
は先代が早く逝去したと
いう理由ですが、早期事業承継をしております。２００年
以上の長寿企業の傾向としては、早期事業承継をしてい
る、またはその仕組みがある会社が多いというデータも
あります。私は、大学を卒業して３年で父に先立たれ事
業継承をしました。その経験から、大体３５歳くらいで
事業承継できれば良かったと思っています。現在の経営
者の意欲が高く、そして後継経営者の若さという武器を
活かせる時期に事業継承を進める政策が必要と考えてい
ます。

卓話される加藤宗兵衛様
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氏
名
生年月日
会社役職
会社住所
最終学歴
職
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2002 年

株式会社茶加藤 入社
伊勢原市消防団 入団
伊勢原市商工会青年部 入部
伊勢原青年会議所 入会

2005 年

父逝去により株式会社茶加藤
代表取締役社長（現在に至る）
伊勢原青年会議所 理事長
伊勢原ロータリークラブ 入会
公益社団法人日本青年会議所
関東地区神奈川ブロック協議会 会長
公益社団法人日本青年会議所 副会頭

2012 年
2013 年
2017 年
2019 年

・雑誌委員会 浅野委員
１．8月号特集の一つ「クラブ活性化の鍵は会員増強」の
中に横書きP14に大幅会員増加（64人から115人）
し
た高崎RCが取り上げられています。参考になることあ
ります。ぜひご覧ください。
２．当平塚RCからも参加多かったハンブルグ国際大会の
記述もあります。
ちなみに2万6,859人登録だったよう
です。
３．当地区2780地区記事は縦書きP28に3月22〜23日実
施された1泊研修
「新会員の集い」
が紹介されています。
４．最後に一読頂きたい文として、縦書きP4「言葉の力」
です。
これは都留文科大学特任教授が甲府北RC創立
５０周年記念講演の要旨のようです。

加藤 宗兵衛（かとう そうべえ）
１９７９年１０月１１日（３９歳）
株式会社茶加藤 代表取締役社長
神奈川県伊勢原市伊勢原２―９―３３
ＴＥＬ：０４６３―９３―２２１１
慶應義塾大学総合政策学部 卒業

冒頭は幸せに対しての考え方の話から言葉の使い方の
重要性の話までです。読む人によって心に響く部分は違
うと思いますが、皆さんのこれからの人生に参考になる
箇所があると思います。

幹事報告
◎本日は月初めですので、米山奨学生の丁煥哲君に会長よ
り奨学金をお渡しいたします。

・地区米山奨学・米山学友委員会 常盤委員長
7/28（日）モンゴルの米山学友会世界大会に行ってまいり
ました。皆様からお預かりした寄付金がどのように使われ
ているか、
どういった成果を上げているかを目にしてくる
ことが出来ました。2780地区からは33名出向き，
日本全体
では約1000名が出席しました。2021年は台北にて世界
大会があります。是非また世界大会に行かれる方は良さ
を知って頂きたいと思います。

◎7月30日(火)に平塚RCの親クラブである横濱ロータリーク
ラブの例会に出席いたしましたので、
ご報告いたします。
◎8月7日(水)18：00より、マーク マローニーRI会長ご夫妻
歓迎会が鎌倉パークホテルにて開催されます。
クラブから清水会長と森幹事が出席されます。
◎来週は杉﨑ガバナー補佐が訪問されます。
多くの会員のご出席をお願い致します。

8/24（土）に地区米山奨学セミナーカウンセラー研修会が
あります。小澤名誉会長の挨拶や、米山親善大使のスピ
ーチがございます。
また、
モンゴル世界大会の映像をお借
りしてきましたので、見て頂けると世界大会が分かると思
います。お手すきの方がいらっしゃいましたらその部分だ
けでもご覧いただければと思います。
メークアップ（MUP)

2名

小林会員、常盤会員
本日のスマイル

15名

ゲスト

2名

(株)茶加藤 代表取締役社長
米山奨学生 丁 煥哲様
ビジター

加藤宗兵衛様

0名

卓話・行事予定
8月08日(木)
8月15日(木)
8月22日(木)
8月29日(木)
米山奨学金を会長より受け取られる丁煥哲さん
クラブ会報委員会

◎ 瀬尾 光俊

○ 丸茂 淳

ガバナー補佐訪問
杉﨑 正様
休会
ガバナー公式訪問
杉岡芳樹様
移動例会 8月23日(金)
湘南ひらつか花火大会

市内例会変更
梅干野 修司

山口 紀之

現在ございません。
渡邉 美和

