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◆今週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：「合同例会」

◆次回のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： ｢5分間ｽﾋﾟｰﾁ」

◆ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

＊お客様(順不同)

青木克眞様･鈴木正紀様(川崎鷺沼RC会長･幹事)

本日の合同例会､宜しくお願い致します｡皆様に楽しい

時間をお過ごしいただけたらと思います｡

長戸はるみ様･滝田司様(川崎高津南RC会長･幹事)

よろしくお願い致します｡

*RC会員

三富末雄会長 合同例会､楽しくやりましょう。

会員数
出席

義務者
欠席数 出席率 MU

前々回

修正

本日 27 25 6 76.00%

前々回 27 25 9 5月12日分 1 68.00%

クラブ会報委員会
福嶋 徹委員長 茅根正之副委員長
鈴木良一委員 大橋健治委員 編集担当：茅根正之

点鐘・開会宣言・歌唱

 件 合計 累計 目標額 達成率

ﾛｰﾀﾘｰ財団 12 12,000 402,000 300,000 134.00%

米山奨学会 11 11,000 394,000 540,000 72.96%

ニコニコBOX 16 28,000 602,000 1,000,000 60.20%

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX 13 14,000 555,000 540,000 102.78%

報告

お客様

岩谷英昭様(卓話者)
史 潤宇様(米山記念奨学生)

卓話「松下幸之助は生きている」

経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 岩谷英昭様

岡山県津山という人口10万の小さな都市で生まれた

私がｱﾒﾘｶという国に目覚めたのは高校の時､長崎のｸﾞﾗ

ﾊﾞｰ庭で話したｱﾒﾘｶ人牧師のｵｰﾌﾟﾝな態度にｱﾒﾘｶで仕事

をしてみたいと思った時です｡夢を追い続けて明治学院

に進学し就職したのが松下電器で､最後の4年間はｱﾒﾘｶ

松下電器の会長兼COとして幅広く仕事をさせていただ

きました｡ｱﾒﾘｶでは､ｸﾘﾝﾄﾝ大統領をはじめ著名な方々と

様々な機会に話をさせていただきました｡ｷｯｼﾝｼﾞｬｰとは

3回ほど彼の教会にﾃﾚﾋﾞを寄付した時に話をしました｡

私は33年過ごしましたがこれだけｵｰﾌﾟﾝな国がｱﾒﾘｶで

あり､踏み込めばﾄﾞｱが開くのがｱﾒﾘｶの良さだと思いま

す。このような体験ができたのは､松下幸之助の生き様

を会社で勉強実践させていただいたことがﾍﾞｰｽにある

と思います｡今日は夢を持って生きてきた松下幸之助の

生き様をご紹介して､世界に飛躍していく参考にしてい

ただければと思います｡

◆会長報告
＊横浜東ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞより6月第一例会の案内が届いて
います。日時：6月1日(水)19:30～21:00
場所：ﾎﾃﾙ･ｷｬﾒﾛｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 5階ｼﾞｮｲｽ
内容：旧三役卒業ｽﾋﾟｰﾁ例会 登録料:3,000円

＊現･次年度会長幹事会開催の案内が届いております。
日時：6月8日(水)18:30～ 場所：ﾎﾃﾙ KSP 1階｢椿｣

＊現･次年度第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐と事務局
引継ぎ会の案内が届いております。
日時：6月10日(金)18:00～ 場所：柏屋 2F

◆ 幹事報告
＊“社会を明るくする運動”高津区推進委員会 斉藤
二郎委員長より第61回 推進委員会開催の案内が届いて
います。日時：6月7日(日)10:00～

場所：高津区役所5階 第1回議室
◆ 近隣ｸﾗﾌﾞ例会変更のお知らせ
＊新川崎RC:6月8日(水)を6月8日(水)～9日(木)に変更

千葉県粟又温泉｢持ちの木｣ 6月29日(水)休会
＊川崎大師RC:6月15日(水)を

6月15日(水)～16日(木)に変更 勝浦｢ﾎﾃﾙ三日月｣
＊川崎中原RC:6月16日(木)休会（定款細則により）
＊川崎幸RC:6月24日(金)18:00～ 夜間例会に変更
＊次週6月1日(木)の例会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは5分ｽﾋﾟｰﾁです。
また例会終了後に新旧合同理事会が行われます。

5月25日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ



彼ほど幼児期に苦しい生活をした人はいないと思い

ます｡5～6歳までは和歌山の庄屋の息子で大変お金持ち

でしたが､父親が米相場で失敗し食べ物にも困るほど貧

しくなったため9歳で働きに出されました｡まだ9歳なの

で一番困ったのはｵﾈｼｮだったと本に書いてありますが､

奉公先で人知れず洗濯した時の屈辱でいつも泣いてい

たというくらい気の毒な人生を送ったのです｡

最初に奉公した火鉢屋を数ヶ月で移り､次の自転車屋

が実質的な最初の奉公先です｡

その頃から商売に秀でたところがあり､お客様に頼まれ

た煙草を買いに行きおつりをもらったり､おまけの煙草

を利用して小遣いを作ったというｴﾋﾟｿｰﾄﾞがあります｡

その間に家族が病気で相次いで亡くなり一人だけにな

ったことで､彼には生きることに対する力強さが人一倍

あり､非常に前向きです｡また､ｱﾙﾊﾞｲﾄ先で海に落ちまし

たが､船が通りがかり助かったことや自転車で転んでも

怪我もなく市電にも轢かれなかったことで､自分は本当

に運が良く生かされていると思い､すごいｴﾈﾙｷﾞｰが出た

と話しています。

その後､夜学に通い大阪電燈(関西電力)で内線工事の

資格を取ります｡お寺の屋根に上がり配線工事をしたら

暑くて大変ですが､降りてきたら夏の暑さも秋風を受け

たように涼しく感じる､大変だったことは忘れて終わっ

た時の気持の良さに彼は非常に人生の喜びを感じるよ

うな全て前向きに考えていく人でした。

しかし20歳頃から家族と同じ病気にかかり血を吐き

ながら仕事を続けるのですが､これではいけないと22歳

で興したのが最初の会社です｡彼には学歴もお金もｺﾈも

ないので､常々先生はお客様だと言っています｡彼の素

直な心が一番の売り言葉であり学んだ相手は全てお客

様であり､お客様の言うことを聞いていれば全てよしと

いうのが生き様であります。

起業して最初に作ったのは改良ｿｹｯﾄです｡ある日親戚

の家で姉妹が電気を使うのにｹﾝｶをしているのを見て発

想したのが二股でした｡実は配線工時代に提案していた

のですが受入れられなかったので､それを最初の製品と

して表現したのです｡彼は商品はお客様が喜ぶもの､そ

してお客様のためになる物を作らなければならない､売

って儲けることばかり考えてはいけない､ためになるも

のを作ろうといつも言っていました｡奥様と奥様の弟さ

ん(三洋電機の創業者)が手伝いますが､事業にはほど遠

い状況でした｡

次に彼の発案で手掛けたのが自転車用のﾗﾝﾌﾟです｡当

時ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰなのは安いｶﾝﾃﾗで一番良いﾗﾝﾌﾟはｱﾒﾘｶやﾄﾞｲﾂ

から輸入した高価なｱｾﾁﾚﾝﾗｲﾄでした｡そこで性能の良い

乾電池を作ろうと岡田乾電池とﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟを組み電池

と共に豆球を作ることに挑戦します｡仕事を終え夜8時

頃からﾃｽﾄを行いますが､一年位して初めて電池がきれ

なくなりました｡後に一番嬉しかったのは最初にこの実

験で皆がﾗｲﾄをつけて戻った時で､一番美味しかったの

はその時に奥様が作ったきつねうどんを皆が笑顔で食

べた時だと言っています｡

3番目の電気ｱｲﾛﾝは初めて大卒の技術者を雇って作ら

せた製品で､市場価格の半額で売れる製品を作るよう指

示をしました｡結果は3割安でしたが後発の商品は安く

ないとお客様は喜ばない､真似をしなさい､事業をする

のに真似ほど合理的なものはないといっています｡

松下電器の売上高は今年9兆円ほどで松下幸之助が亡

くなった時でも7兆円近い大きな会社でした｡早く大き

くなったのは彼の独特のﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝｽで､今でいうM＆A(吸

収合併)を行ってきたことです｡小森電気､朝日乾電池､

戦後はFAXで一番の東邦電機､ｿﾌﾄ(ﾃｲﾁｸ)､扇風機(川北電

機)写真(ｳｴｽﾄ電機)､冷蔵庫･ｴｱｺﾝ(中川電機)､大きなM＆

Aではﾃﾚﾋﾞ(ﾓﾄﾛｰﾗｰのﾃﾚﾋﾞ部門)､戦略的合併ではﾌｨﾘｯﾌﾟｽ社

(ｵﾗﾝﾀﾞ)､最近では売りましたがﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｽﾀｼﾞｵ､その中でも代

表的な戦略的提携ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ社との件を紹介します｡

1952年戦争が終わりﾌｨﾘｯﾌﾟｽ社と松下電子工業(蛍光灯･ﾃﾚ

ﾋﾞの映像管･半導体)を創ります｡松下が資本金5億の時､6.6

億という大きい合弁をします｡

ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ社はｵﾗﾝﾀﾞでも超一流会社で契約金2億円､ﾛｲﾔﾘﾃｨｰ

を全ﾋﾞｼﾞﾈｽに対し7%､これが彼らの条件でした。ｱﾒﾘｶのﾃﾚﾋﾞ

会社はこの頃5％以下ということもあり最初はｱﾒﾘｶのﾃﾚﾋﾞに

興味がありましたが､どんどん値段が下がっていくため値段

の競争でﾛｲﾔﾘﾃｨｰは安いようでも支払いは苦しくなってくる

ことに気付き､先ずﾌｨﾘｯﾌﾟｽ社のｵｰﾅｰでありCOであるｱﾝﾄﾝ･ﾌｨ

ﾘｯﾌﾟｽに面会を求め経営思想について話した中で､企業とは

雇用し地域の生活を豊かにして儲けて税金を払い社会を豊

かにしていくという社会的な企業理念に感激し､ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ社

に集中して交渉を開始します｡

彼の発想の面白さは2億円は確かに高いが2億でﾌｨﾘｯﾌﾟｽの

人を技術者から経営者から全員使えて全てのﾉｳﾊｳをもらえ

るというのは安いと考えたことです｡しかし、ﾛｲﾔﾘﾃｨｰ7％は

高いので4.5％で交渉しましたが断られました｡戦争に負け

て弱い立場にあるのに天下のﾌｨﾘｯﾌﾟｽ社に対して社員は皆優

秀なので4.5％でも良く教えを学んで物作りをして日本一に

なりますといった彼の交渉態度に先方は驚いたそうです｡

交渉人に戦前から使っていたﾄﾞｲﾂ系ｱﾒﾘｶ人で日本語が流

暢で幸之助を良く理解するｶｰﾙ･ｽｸﾘｰﾊﾟｰを起用し､副社長に

全権を任せ成立するまで戻るなとｵﾗﾝﾀﾞに派遣しました｡

これがM&Aでは大切なことで､社長が登場するのは交渉の

最後であるべきです｡交渉が難航しているところで最後に幸

之助が4.5％をCOとして譲らず決りましたが､実に大阪商人

というか､更に日本での経営責任は全て自分が負うからと経

営指導料3％を要求し､結局1.5％のﾛｲﾔﾘﾃｨｰになりました｡

ところが数年後売上がどんどん上がり10年後にはﾛｲﾔﾘﾃｨｰ

が0になり大成功します｡これにより松下はﾃﾚﾋﾞと半導体､電

燈を手中に収めます｡日本の高速道路･ﾄﾝﾈﾙの電気は全てﾌｨ

ﾘｯﾌﾟｽ社の技術であり､このように彼は交渉上手でした。

ﾋﾞﾃﾞｵ戦争(VHS･ﾍﾞｰﾀ)当時､ｿﾆｰの盛田さんは毎月松下の京

都の茶室を訪問しており､松下はｿﾆｰのﾍﾞｰﾀに決めていまし

たが､日本ﾋﾞｸﾀｰの社員の直訴によりVHSの録画時間が長いこ

とに驚きます｡ﾏｰｹｯﾄﾃﾞｰﾀーを調べるとｱﾒﾘｶ人が一番望んで

いるのは野球とﾌｯﾄﾎﾞｰﾙの試合が録画できることと分かり､

お客様が喜ぶことが一番だと考えると盛田さんにﾉｰと言わ

なければなりませんでした｡松下の本社でｿﾆｰのﾍﾞｰﾀは100点

だが150点の商品が出てきたと断った時､盛田さんは非常に

落胆されたそうです｡この結末はｱﾒﾘｶのRCAというﾃﾚﾋﾞの会

社のﾌﾞﾗﾝﾄﾞから要求された1,000ﾄﾞﾙで4時間録画を可能にし

た商品を売り出しました｡これが世界を市場とする最初の製

品となり全世界のﾌｫｰﾏｯﾄがVHSになりました｡この事業が大

成功し､今の松下の基礎がここにあるといっても過言ではな

いと思います｡



1929年にﾆｭｰﾖｰｸの株式市場が大暴落し大恐慌が起こ
り､日本にその波が押し寄せてきます｡この時は株価が
落ち日本企業も倒産が相次ぎ､松下電器も在庫を山ほど
抱えていました｡彼は病気で寝込んでいたので妻の弟が
経営の采配を振るうのですが､販売は半分でﾘｽﾄﾗ以外生
き残る方法はないと幹部が提案します｡最初は怖い顔で
聞いていた幸之助が吹っ切れたように､それでは最後の
努力をしてみよう､まず在庫を売るために工場を半日操
業にして､全員が担いで小売店を回って売り歩いても臨
時工一人とて解雇するな､全員松下ﾌｧﾐﾘｰだ､潰れる時も
一緒だという決断をします｡その話を聞いた社員から割
れるような歓声が上がり､翌日から半日生産､半日販売
が始まります｡解雇を覚悟していた社員は感激し､売れ
るまで帰ってきません｡これを続けたお陰で2～3ヶ月で
在庫がなくなり､ﾌﾙ生産しなければ間に合わなくなりま
した｡この不況の中､中小企業ではありますが大学も出
ていないたたき上げの幸之助の下､松下ﾌｧﾐﾘｰとして会
社を一つにしたのです。
こうしてだんだん大きくなっていくわけですが､もう

一つ､ｱﾒﾘｶの経営学者が言い始める前に彼は事業部制を
始めます｡これも彼が病弱なことから1993年に3つあっ
た工場の工場長に内部資本金を渡し経営を任せます｡1
年後､任されたゆえに工場長は命がけで頑張りますから
利益が生まれることになり､最高142事業所まで伸びま
した｡これが、松下電器を大きくしたのです｡素直にい
うと松下電器の特徴は大いなる中小企業の集まりであ
るが､非常に軍団として大きく成果を出しているという
のが松下幸之助ｲｽﾞﾑの一つの大きな特徴であります。
2年前に松下幸之助が亡くなって20周年とのことで､私
は2度目の墓参に行かせていただきました｡7兆年近い企
業にして3,500億の個人財産があったそうですが､お墓
は等身大より低く奥様と2人和歌山の自分の生家跡100
坪を墓地にしています｡

一生を語れば不幸な出発からでしたが､社会･人･皆さ
んに感謝する､従業員･取引先をﾌｧﾐﾘｰとして感謝すると
いうのが経営思想であり､今の松下電器の中にこの経営
思想が残っていれば､松下幸之助が今も生きている大き
な証拠ではないかと思います｡


