
第 2609回例会

≪司 会≫  杉田至弘 君

≪合 唱≫  「君が代」「奉仕の理想」

《BGM≫  ピアノ五重奏曲 イ長調作品 114

「ます」 アルフレッド・ブレンデル

≪ゲス ト≫  なし

≪ビジター≫ なし

≪本日のお祝い≫

お誕生 日

3月 20日 小川英樹 君

結婚記念 日

3月 8日 鈴木寿人 君

3月 9日 戸塚敦雄 君

≪会長挨拶≫

皆さん こんにちは

ネットで商品を購入する前に実店舗に行き、現物を

確かめる「ショールーミング」という消費行動がアメ

リカで盛んになっているそうです。
これによると、その恩恵を最も多く受けている会社

はアマゾン・ ドットコムだそうです。少 し前までは

消費者はパソコンを使つてアマゾンで買い物をしてい

たのですが、今ではスマー トフォンを持つて実店舗に

いながらその場でネットショッピングをするのだそう

です。

大手小売リチェーンの中にはネット販売も手掛けて

いる会社も多いのですが、アマゾンの価格や品揃えの

多さが高い競争力を持っていて苦戦しているようで
「ベス トバイ」「ターゲット」「トイザラスJ「ペットス

マー ト」といった有名量販店が犠牲者のなっていると

いわれています。

更にアマゾンは商品価格をチェックできるアプリを

無料で提供してこれをスマー トフォンにダウンロー ド

して実店舗へ行き、商品のバーコー ドを撮影するとア

マゾンで販売されている同じ商品の価格が表示されて

その場でネットショッピングができてしまうそうです。
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この方式では、会員制ディスカウン トス トアの 「コ

ス トコ」や 「TJマ ックス」ですら影響を受けているそ

うです。

他方、英国のフィナンシャルタイムズの記事による

と、イギ リスのアマゾンの広大な配送センターでは

オレンジ色のベス トを着た数百人の労働者が衛星沢1位

システムの携帯端末を持たされ 1日 8時間コンピュー

ターの指示通 り商品の格納・ ピッキング・梱包を繰 り

返し昼休みの 30分 を除いて 1日 11～ 24 kmを歩き、配

送センターから出るときは何も盗んでいないかをチェ

ックする探知機 を通つて帰るのだそ うです。まるで

100年前の労働搾取工場の様だと表現されています。

この記事はこれまで先進国が途上国に押し付けてきた

単純労働が、ブーメランのように先進国に降 りかかつ

てきて、イギリスでもホワイ トカラーではなく、ホワ

イ トワーキングクラス (白 人の肉体労働者)が増えてい

る事を指摘 しています。
「消費者の合理的な購買行動」と呼ぶべきか 「さも

しいお買い物」と言 うべきか判断に迷いますが、いろ

いろな業態の小売業が成 り立って価格競争力だけを訴

求する業態の一人勝ちは避けられるように消費者も賢

くなってほしいものですね。

≪新会員卓話 1≫

欄日立製作所 静岡支店長

小川英樹 会員

お りましたニッチな製品ですが、

いて紹介させていただきます。

日立製作所 。日立

グループは鉄道や発

電所などの社会イン

フラ、情報通信、家

電関連他の幅広 く事

業展開してお ります。

今回は、その中で私

自身が以前携わつて

愛着のある製品につ

今では、皆さん普通に銀行やコンビニでお金を引き



出した り、預けたりするときに使つていただいてお り

ます ATM(現金 自動取引装置)ですが、1969年に銀行に

初めて CD(現金 自動支払機)が設置されてから約 40

年が経ちます。弊社でも愛知県の尾張旭市にある日立

オムロンターミナルソリューションズとい う会社で製

造してお ります。ATMは 当初の紙幣引き出し専用機か

ら預け入れも可能となり、硬貨の使用や振込みが出来

た り、更に色々な機能が追加 され、銀行の窓口に行か

なくても大体のことはできるレベルまで進化 していま

す。今や生活に無くてはならない身近な存在 として定

着 しています。

日本ではこの進化 した ATMが 当たり前ですが、海外

は ほとんどが日本で旧式の現金支払い専用機です。

これは、日本の技術力が最先端であるからです。

その一例が 「還流」技術です。これは、出金用の紙幣

を毎回補充するのではなく、入金された紙幣を 1枚ず

つ分離搬送 して識別後、きれいに積み重ねていく技術

が 日本独 自の技術で、海外メーカーは技術開発に失敗

しています。国内では 1984年にこの還流式 ATMが登場

し、利用企業の補充人件費を低減 し、資金効率を高め

ています。 日本の ATMは 「Made ln Japan」 のものづ く

り技術でしっかり作 られていると自慢できるのではな

いでしょうか。

メーカーの立場でのお願いですが、紙幣投入 口に紙

幣と一緒に硬貨やクリップ、ホッチキスなどの異物投

入や折 りたたんだ紙幣の投入は、ある程度は機械が取

り除きますが障害の元になります。是非、財布からATM

に紙幣や硬貨を入れるときには、よく注意いただけれ

ば皆さんが気持ちよく使えます し、メーカーの人間と

しても助か ります。よろしくお願いします。

≪新会員卓話 2≫

鈴与ホールディングスい

専務取締役 鈴木洋一 会員

鈴与グループは、約

130社 の 企 業 と約

7,000人 の社員で構成

され、その事業領域は

物流・運送・食品。情報。

建設 。エネルギー等の

幅広い分野に跨つてい

ます。その中で、以外

と思われるかもしれませんが、鈴与が「国内初」の製

品・サービスが 2つあります。ひとつが、エネルギー

提供事業分野の「セルフ式ガソリンスタンド」です。

もうひとつが食品製造分野の「チューブ入リマヨネー

ズ」です。現在では当たり前のように私達のまわりに

ありますが、実は静岡の鈴与が国内初のものです。最

近では菊川で農業法人を設立し、農業分野にも参入し

ております。

現在は、駿河湾フェリー事業会社の社長を兼務して

おります。皆さん、フェリーは体験されましたでしょ

っか。

ちようど今年は、開花が遅れた関係で 「河津桜まつ

り」が 1週間延長されてお り、屋台や出店も延長営業

してお り、「河津桜」もまだ見ごろでお勧めします。

フェリー移動は伊豆方面への移動時間を短縮するだけ

でなく、駿河湾から眺める富士山は格別素晴らしいも

のです。

先 日、「富士山の日 :2/23」 にちなんで、車 :2,230

円 (通常 :6,000円 )、 人 :223円 (通常 2,200円 )の
キャンペーンを展開 した ところ、大盛況で車は 3倍

人は 4倍の利用があ り企画は大成功で した。 また

まもなくメディア紹介が始ま りますが、静岡県と連携

し、社会実験の位置付けで平 日の利用料金を大胆に値

下げすることを考えています。西伊豆の観光業界 自体

が右肩下がりの状況で、事業自体は厳 しい側面があり

ますが、鈴与グループは 「地域一体」を重要視 してお

り、ある意味 「儲かる、儲からない」でなく、いかに

経営努力をしていくかに力点を置いて 日々努力 してい

ます。

今年の正月はフェリーの上で初 日の出を迎えました。

真つ暗の駿河湾の海の向こうか ら太陽が光 とともに

徐々に上がってきて、振返ると赤 く染まつた富士山が

一望できる景観は、非 日常的な体験で、大変感動 しま

した。ご興味のある方は、ご一報 ください。

≪スマイル報告》

佐野哲一 君   3月 3日 、小生の誕生 日を祝 して行

われた第 38回静岡駿府マラソン、当

然ながら主役である小生も参加、年々

の老化で大幅タイムダウン・ … 。と

思いきや何 と 1分近 くの短縮でゴー

ル。昨年より334番 も順位アップ。こ

れは、沿道で声を掛けてくれた上田会

員や山下会員のお父上のお陰 と熱 く

感謝。ともかく救急車のお世話になら

ずに本年 も陽の健康診断が無事終了

しましたことと、誕生 日祝いを頂いた

ことを兼ねて些少ですがスマイル。

戸塚敦雄 君   本 国は松坂屋 さんの 8階にある「梅

の花」にて食べ歩きの会が開催 されま

す。おい しい御料理が評判のお店で

す。楽しみにしてください。

小川秀樹 君 お誕生日のお祝いありがとうござ

います。本日、新人卓話もさせていた

だきました。今後とも宜しくお願いし

ます。

先月入会早々、結婚記念日のお祝い

ありがとうございます。早く皆様にも

お役に立てるよう取り組んでまいり

ます。よろしくお願い致します。あり

がとうございました。

鈴木寿人 君

≪出席報告≫
会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

56(54)

2/28 57(54) 11

56(54) 6 88 89%


