
               

３０年度会長標語：知的好奇心を活用し、健康寿命の延年を計り

健全な高齢化社会の一翼をになおう！ 第９７号

             

  

  

  

  

日時：平成３０年 11月 8日（木）10:00～12:00
場所：高幡不動尊客殿２階控室 出席７名欠席２名
議案：下記幹事報告の通り。

平成 30年 11月 15日（木）12：30～14：20
会場：高幡不動尊客殿 ２階
出席：実働会員４１名中  名（出席率  ％）
資料：例会次第、理事会議事録、プロバス便り 96号、
   「スーパーマーケットについて」卓話資料

平成 30 年度（2018 年度）        会長・奥 修兵      幹事・小島 康義

平成３０年１１月１５日    第９５回 例会の記録等     クラブ第９年度 第 ５ 号

東京日野プロバスクラブ 平成３０年１１月１５日発行

１０周年事業について   後藤一郎準備委員長

決定事項として 2020 年 11 月 19 日(木)を予定しております

が、オリンピック・パラリンピック開催によりホテルが混んでおり

ますので早めに決めていこうという事になりました。会場は立

川のホテルを一つ押さえてありますが、よくて安いホテル・会

場に決めさせて頂きます。

記念事業について提案をお願い致します。現在地域に対

する奉仕活動としては、光の家、夢ふうせんの 2 つにささやか

ながら活動しております。もう一つは独自活動としての「健康

吹き矢」が始まっています。これらの奉仕事業に少し太めの

支援をする案もありますが、もう少し記念に残るものという考え

もあります。ロータリークラブが不動尊参道にある土方歳三の

銅像がありますが、高望みしないでお考え頂き身丈に合った

もので行いたいと思います。また 10 年後に周年事業をすると

きのためにも少しずつ積み立てて行きたいと思います。2019

年 1 月の例会までにご提出頂ければと思います。

記念講演は、テーマについては福祉、健康、防災、笑える

様なものなどありますが、講師をお願いするにはかなり早くか

らお願いしないと間に合いません。これについてもご提案を

お願い致します。

祝 １０周年記念

(1)10/28(日)｢音楽と歴史で(村瀬)彰吾を偲ぶ会｣
八王子｢Papabeat(ﾊﾟﾊﾟﾋﾞｰﾄ)｣で行われました。
参加者 70 名 内日野 PC-8 名

審議・連絡事項
① 次年度理事(10 周年事業前年度理事)の選考を

早めに進めます。
  指名された方は，気持ち良く受けて頂きたい。

② 11 月 22 日(木)・23 日(金)第 13 回｢たかはたも
みじ灯路｣開催。

  日野市まちおこし連絡協議会より連絡事項
  開会式 11 月 22 日(木)17 時 10 分より開催

奥会長出席予定 点灯式 17 時 30 分
③ 30 年度は｢たかはたもみじ灯路実行委員会｣  

の要請により日野ＰＣ担当として澤田研二会
員を登録。前年度と同様にクラブとして応援
したいと思いますので、会員皆様のご協力を
宜しくお願い致します。

幹事報告   幹事：小島 康義

今日は大変よい天気に恵まれまして、小春日和と
云うんでしょうか。菊まつりと七五三で境内もだい
ぶ賑わっているようです。

この一年、夏頃からの季節の変動の激しさは、いやな予

感がしておりまして、よく見ると日本だけの話では無く、かな

り世界的にいろんなところで極端な現象が起こっている様

です。

家の庭でも、異変が起こっていて、キリギリス、コオロギなど

秋の虫たちが泣き始めるのは８月の末頃から中秋の名月

にかけて毎年かなり良い声を聞かせてくれていました。今

年は全く鳴かない。毎日気にしながら今日に至っておりま

すが、コオロギもカマキリも見ていません。気になって団地

内で庭いじりをしている方々に聞いても「そうだよね」という

返事が返ってきました。多摩動物園の昆虫の先生に電話さ

せて頂き、「虫の世界の中に異常な気象との関連で異変が

起きている情報がありますか？」と伺いましたが、そんな事

はありませんという事でした。３５度以上の気温で数週間続

くと特定は出来ませんがある場所で起きる事があるという事

でした。異常気象はまだ続くようで、エルニーニョが起きて

暖冬が続くんでしょうか。暖冬が続くという事は、２月．３月

に大雪が降ることが起きやすいので気をつけていたと思い

ます。

腰を痛めて先月の高尾山催し物の参加は非常に残念でし

たが、大変皆様に良い思いをしてお帰りになったと伺って

おります。五体満足で無いという事がどのくらいしんどいの

かなという事を身にしみて感じております。皆様方も気をつ

けて頂いて１２月になるとさらに寒くなります。１月は新年

会、楽しい新年会を迎えたいと思います。

１０月．１１月の出席率を拝見すると、少し出席率が下がっ

てきております。皆様方も誘い合わせて１２月例会には８

０％台の出席率で楽しい例会を進めたいと思っておりま

す。

会長挨拶   会長：奥 修兵

第９４回１０月例会 司会：例会委員・疋田久武

理  事  会



       

委 員 会 報 告

例会委員会  宮地公平委員長
・新年会のイベントは、曺会員よりチャンセナブ奏
者の崔栄德様を紹介頂き決定させて頂きました。
・4月例会は 100回記念例会となりますので、現在(案)
ではありますが、疋田会員より紹介頂きました映画
解説者の小澤正人様で検討中です。
・後期会費は 1 月例会で徴収しておりましたが、新
年例会で煩雑になりますので 12 月例会で徴収させ
て頂きますのでご協力をお願い致します。
・例会の出欠関係は小島馨例会副委員長が担当して
おりますが、
・30 年度卓話予定表を関係者に配布致しましたが、
都合のつかない方はお申し出下さい。
○曺会員よりチャンセナブ奏者・崔栄德様について
・プロフィールはお手元に配布済みの資料をご覧に
なって下さい。チャンセナブ云う楽器は古典の韓国
に伝わる楽器です。音色は高音域が澄んでいるオー
ボエの様な楽器です。現代風に音が大きくなる様に
改造がしてあります。
地域奉仕委員会      渡辺 明委員長
・11 月 22 日(木)・23 日(金)開催の｢たかはたもみじ
灯路｣手伝いについて、委員一人一人に参加の確認を
とっております。
・「吹き矢」のインストラクターの講習は決まり次第
お知らせ致しますが、日野プロバスクラブとしての
増員を図りたいと思っています。
情報委員会         山本英次委員長
・皆様が会場に来られて、まずお読み頂くのが「プ
ロバスだより」のようで、関心を持って頂き非常に
嬉しく思っております。今月号は写真が多く容量が
多くなり、写真が歪んでいたり思う様に行かないと
ころがありました。
後期に入りますので、来年度の事を皆様にお願いし
ないといけない時期になり、奥会長からも引き継ぎ
をしっかりする様に指示があります。早めに次期情
報委員長を立候補して頂いて、または指名させて頂
いてお受け頂きたいと思っています。
会員委員会         久保正男副委員長

・新会員｢ワタナベ クニヒロ｣様は国立にお住まいの方
です。12 月例会ゲスト参加される予定です。1 月入会という

事で黒澤委員値様より連絡を頂いております。引き続き会
員を募集しておりますが、現会員 43 名の所、今日は 26 名

の出席に止まっておりますので、木曜日の出席が可能な
方のご紹介をお願い致します。また、女性会員が少ないの

でよろしくお願い致します。
研修委員会        澤田研二委員長
・10 月 25 日(木)に大本山高尾山薬王院の研修をし
て参りました。当初申込は 13 名でしたが、３人の事
前キャンセルがあり、当日の参加は 10 名でした。当
日は小春日和の素晴らしい天気で参加された方はよ
かったという評価のようでした。96 号「プロバスだ
より」4 頁に掲載されております。
・次の予定は、沢ノ井の小澤酒造の酒蔵見学を予定
しております。11 月 3 日(土)に下見にも行って参り
ました。小澤社長が自ら案内をして頂きました。小
澤社長からは見学時期について 3 月．4 月というア
ドバイスも頂きました。

・｢たかはたもみじ灯路｣の担当となりましたので、ご
案内申し上げます。今回はプロバスに掛かる期待が非
常に大きく、小林会員が委員長という事もあります
が、プロバスとして全面的に協力していきたいと思っ
ております。｢たかはたもみじ灯路｣の準備に大変時間
が掛かります。プロバスクラブ担当は、3 時半になる
と京王ストアの前の道路が閉鎖されますので、作業に
入ります。1 時間で作業は終了致しますが、点火は 17
時からです。担当すると灯籠は 500 個です。最後の片
付けは 21 時近くになります。現在回覧している用紙
にお名前などご記入頂けると食事などの手配が順調
に出来ますのでよろしくお願い致します。
同好会報告
ゴルフ同好会        会長・矢野凱弓会員
・「プロバスだより」96 号の 3 ページ目に 10 月 19 日
開催の記事が掲載されています。
・秋のスケジュールは毎月 1 回ずつコンペが続いてお
りますが、今月のコンペは第 14 回クラブコンペは 3
組 12 名で明日 11 月 16 日(金)行われます。
・12 月 6 日(木)は日野・飛火野両ロータリークラブと
の日野 3 クラブコンペは総武カントリーで予定されて
います。

「京王ストアーの紹介～」 保母錠冶会員

私は１９７２(昭和４７)年に京王ストアーに入社し
ました。最初は聖蹟桜ヶ丘にボーリング場が２階．３
階のツーフロアー４４レーンで営業をしておりまし
た。大学時代のクラブ活動の事もあって配属されまし
た。２年で閉鎖となり、京王ストアーに移りました。
衣料品、加工食品、販売促進などの仕事をして無事定
年を迎えました。引き続き現在は高幡店の店長サポー
トとして勤務しております。

京王ストアーの創業は昭和３４(1959)年に京王食
品株式会社、主な営業内容は飲食店、食品製造販売で
スタートしました。当時の京王グループは京王電鉄が
親会社ですが、サービス業には余り手を出していな
い、バス、タクシー、観光で、映画館もあったそうで、
熱海には旅館もありました。また、砂利の販売、自動
車の修理などの関連会社がありました。

新宿から多摩地域に向かった地区の開発に向かい
ました。流通業の部分では流通革命があってスーパー
マーケットの誕生が多くありました。
昭和 31 年（1956）東急ストア（東光ストア）
昭和 33 年（1958）ダイエー、イオン（ジャスコ）
昭和 35 年（1960）長崎屋、いなげや
昭和 36 年（196Dイトーヨーカ堂
昭和 37 年（1962）西友
我が社は、昭和 38 年（1963）小金井市貫井町に 1 号
店として小金井店を開店しました。この頃は定休日が
毎週水曜日、営業時間は 10 時から 18 時までと今考え
ると非常にのんびりしておりました。
スーパーマーケットが広まっていったというのは、お
客様の支持ですが、中身はシステムの変更が多くあり
ます。まず、セルフサービスシステムに取り組みまし
た。以前は対面販売が中心でしたが、お客様が自由に
取ってレジに持ってきて頂いて精算するという流れ
でお買い物が完結する。という流れは目新しかったよ
うです。しかし、現在は逆に対面販売の部分を復活す
るという側面もありますが、一つのセルフサービスシ
ステムというのが大きな役割を果たしました。
精算するためにはレジスターが必要です。当時はＮＣ
Ｒ22(1960 年発売)という機器を導入しました。このレ
ジには右側にヨ・キ・ミ・セ・サ・カ・エ・ルという
キーがあって、これによって８部門の売り上げを分類

委 員 会 報 告

卓話：スーパーマーケットについて



発などがあり、土地間の競争が始まり桜ヶ丘店の売り
上げは落ちていきましたが、とういう訳か戻しまし
た。バスターミナルの影響と思いますが、未だに京王
ストアーの基幹店舗になっています。全売上高の 3 割
位を占めていて、現在の客数は 10000 人／日になって
います。二層店舗は高幡店が最後で、昭和 50 年前半
くらいから積極的な店舗展開に入りました。その後大
変な経営危機に到り、累積赤字が膨大になり、親会社
もほってけないという状況になりました。昭和 52 年
(1977 年)に代表取締役交代で桑山健一取締役社長就任
になりました。一言で言うと徹底した経費管理により
3 年間で累積赤字の完全消去に成功しました。厳しい
経営の中にあって人がものを考える環境、働いたもの
に対して対価を払うのは経営者の責任なども明確に
おっしゃっていました。桑山社長に建て直して頂いた
おかげで一旦リフレッシュをして京王ストアーはそ
の後順調に営業を続けているという事です。

私鉄系スパーマーケット８社による、共同出資に
より設立された八社会により共同開発及び共同仕入
れをした商品で、Ｖマーク商品というプライベート商
品です。

現在の店舗は、京王ストア 15 店舗、キッチンコー
ト 12 店舗、京王ストアエキスプレス 5 店舗の 30 店舗
の展開になっています。平成 28 年（2016）に京王観
光から独立した京王リテールサービス（株）、宅配業
務、移動販売（北野店、高幡店）などもあります。

桑山語録
・降職し再教育をすることは、足りない部分を気付か

せる事。
・生鮮チーフの人による成績の差はおかしい、個人の

技量に頼ってはいけない。
・自分だったらどう考えるか、発言するか、自分自身

をテストすると言う訓練を。判断力のトレーニング
になる。

・前任者のやり方通りでなく、自分の考えを出せ、生
かせ。

・社長に決済を求める時、他部門とも調整して意見が
異なる場合は両論併記しろ。

･判断責任者と執行責任者は異なる、判断にトップの
判断が入れば執行責任は減らされる。

・人間の大脳の活動は３時間が限度、会議は３時間以
内に。

・百里の道も九十九里は半ば。
・原価を割って売るのは邪道、必要悪の認識を。
・仕事とは自分の意地、メンツをかけてするものだ。
・部下を 100％信用する事は管理を放棄、数％は疑い

の目で管理せよ。
・支出は予算以内、収入は予算以上と解釈せよ。
・甲羅に似た穴を掘るべし。

最後になりましたが、お話をすることになって京王スト
アーのことをいろいろ調べました。私が入社前のことも随
分あります。改めて知ったこともあれば、懐かしいと思うこと
もありました。先輩方のご努力も大変なものだったんだろう
と思いました。この機会をいただいて、私も大変ありがたい
とおもいます。現在は時代も、言葉も違うと思いますが、京
王グループというのは一つの信念・理念が続いていて、
我々もこの事は後輩に繋げていければと思っています。

   

キーがあって、これによって８部門の売り上げを分類
することが出来ました。しかし、このレジはキーを押
すのに大変力が必要でした。指先でガチャンガチャン
と、または何本かの指でキーを押してＫキー(合計キ
ー)を押す事で非常に技術が必要でした。チェーンｓｔ
ｏｒｅー協会ではレジ打ちの教育をして、素晴らしい
技術で当時レジのベテランさんが打っていたのを思
い出します。一方指先をあまりにも酷使することで腱
鞘炎の問題も発生して、レジの打刻時間を１時間打っ
たら 15 分の休憩などシフトを組みました。もう一つ
は冷蔵ケースで多段陳列什器は今は当たり前ですが、
お店の什器として浸透してきました。多段陳列什器は
組み立て式で段数も自由に出来て一定の間隔で売り
場が区切れる什器が浸透しました。全てに於いて一つ
の効率化が念頭にあったと思います。

時代が進み、単品管理システムが小売業に導入さ
れてきました。コンピューターの充実はもちろんです
が、商品に着いているバーコードが出来て一つの商品
が特定出来る技術開発があって、レジが大幅にＰＯＳ
レジに変わりました。このレジの導入により、商品一
つ一つにハンドラベーラーという器械で値札を付け
なければなりませんでした。この値札を付けなれば売
り場に出せません。バーコードは登録されていればス
キャンすれば売価が出てくるということで値付けの
作業が一気になくなったという事になりました。ＰＯ
Ｓレジで取ったデーターは、販売データー、在庫管理
データーなど全てにおいて有効なデーターになり、
我々若い頃はこんなものはありませんでしたから、
“感でこんだけ売れた”という程度しかわかりません
でした。いくつ仕入れた商品が、何月何日何時にいく
つ売れた、という事がわかる様になりました。今でも
この仕組みでデーターを積み重ねて、出来るだけお客
様にご迷惑を掛けない様に努力しております。ただ一
点、難しいところがあって最後は人間がやる事で、登
録をしたものと売り場の値札が違っているというケ
ース、一定の特売期間で値段を下げていたのが、その
期限が切れると自動的に値段が元に戻ります。このこ
とに気づかないで売り場に出してしまう場合もあっ
て、お叱りを受ける事がございます。一番注意をして
いるところです。

店舗に納品業者が来て、商品を卸して検品係が伝
票をチェックして研修印を押して納品が完了します。
この作業は当然のようにおこなれています。昨今は一
カ所に卸業者と組みセンター運営管理をお願いして
おります。私共の定番の商品はまとめて入ってきま
す。このセンターから各店には如何様な数でも入れら
れるという事になります。このことで今まで箱単位の
商品も数量単位で入れられる様になりました。
京王ストアーの特徴として昭和42年(1967年)より生鮮
食品の直営化に取り組みました。大変難しいところで
最初の頃は魚でも切れる人がいないで、職人さんにお
願いして手助けをしてもらう事もありました。この直
営化は８年くらい掛けて昭和５０年(1975 年)に全店舗
直営化が完了しました。各部門紅見ると以下の通りで
す。
  昭和 42 年（1967）精肉部門
  昭和 43 年（1968）水産部門
  昭和 45 年（1970）青果部門

昭和 54 年（1979）惣菜部門
我が社 NO．1 の桜ヶ丘店が昭和 45 年(1970 年)にオ

ープンしました。以前の建物には食料品、家庭用品、
衣料品、ボウリング場、レストランと各種テナントさ
んを入れた店舗でした。開店日の来店客数 20,000 人、
日商売上高 3.000 万円という大きな成績を収めまし
た。当日はマスクメロン 100 ケースを売り上げ、当時
築地の記録だったそうです。好調な滑り出しでした
が、時が経つにつれて永山の西友、多摩センターの開
。



にこにこワンコイン

ゴルフ同好会報告：第１４回日野プロバスゴルフ大会   
２０１８・１１・１６

前日の１１月例会は「小春日和ですね」との奥会長挨
拶で始まったが、翌１６日も素晴らしい天気に恵まれ、
第１４回ゴルフ大会が紅葉の綺麗な長竹カントリーにて
開催された。ゴルフ同好会登録メンバーは現在２８名。
高齢化も相まって負傷欠場者が増え今回は１２名とやや
小ぶりのコンペ。昨年入会の保母氏が１打差の激戦を制
し初優勝。昨日の会員卓話に続き、優勝スピーチ。小島
氏は好調維持で２位、先月の３プロバスでは優勝だった。
大島氏はコンパクトなパンチショットをマスターし見事
３位、ドライバーの飛距離は凄い。黒澤名人は後半３９
で文句無しのベスグロ。次の同好会行事として２月６日
の新年会開催を決め、４時半散会。

閉会のことば  後藤紀之副会長
ようやく朝晩冬らしくなって参りました。今朝
のテレビを見ていましたら風邪を引いたときに
抗生物質を出す医療関係者が多いと云うことで
したが、風邪を引いて医者に行った場合、抗生
物質を処方されると、ほとんど効かないそうで
す。抗生物質は細菌性に対しては効きますが、
ウイルス性の風邪には効かず、返って耐性を持
って悪化する様です。これから 30 年後には世界
中で抗生物質が効かないために年間 1000万人か
ら 800 万人の死亡者が出る可能性があるとでレ
ビでは伝えていました。私たちも抗生物質に頼
りがちになりますが、再認識させられました。

今年もあと 1 ヶ月半で終わります。これから
益々寒い日が続いてくると思いますので、皆様
風邪など引かない様にご自愛下さい。また、来
月元気で参加出来る様に祈っております。今日
はありがとうございました。

編集委員：情報委員会

山本英次・小西弘純・本部晧允・田口賀夫

吉村 豊・曺 一男・小林昭治

ホームページ http://www.hinopc.com/

１０月総額 ５，０００円(９名) ３０年度累計 38,000 円
小西弘純 私も高齢者の仲間入りをしていて、情報過多
のため「Facebook」と「Ｔｗｉｔｔｅｒ」を完全退会しました。
現在は「Ｅ-ｍａｉｌ」と「ショートメール」に「LINE」です。携帯
メールは使っておりません。よろしくお願いします
吉ノ元身長 疋田さんと無事に香港・マカオの旅を終え
る事が出来ました。
仲村房次郎 １１月３日で７５歳になりました。よくここまで来

たものだ？

疋田久武 盛大で何より
山本英次 喜寿を迎えました。待望の七十七祝いを迎え
る事が出来ました。心臓の持病を若いときから抱えており
、ここまで長生きが出来ると思いませんでした。まわりの皆
様に支えられてきました。感謝！
小島 馨 年に一度の同期会１１月１１日夜。屋形船でとて

も楽しいひとときを過ごしました。

後藤一郎 秋日和を愛でて
小林昭治 本年よりプロバスクラブも実行委員会の一員
になっていただきました。１１月２２日・２３日の２日間お手
伝いよろしくお願い致します。

渡辺明会員１１月３日
後期高齢者の渡辺です。
私、保健証をもらいましたら、正に「後期高齢者」と
書いてありました。
私が生まれたのは11月3日です。昔の「明治節」で明
と名前に付けたようです。75年間よく生きていられた
と思います。過去帳によると男性はみんな60代で亡く
なっています。早くなくなるのが血統かなと思い、母
親の血筋かなと思いましたが、そんなでもないので何
でかなと思っています。何とか75年生きていたので後
何年かは生きると思います。
山本英次会員１１月２６日
去年小西さんが長寿のお祝いを提案され、1年経って今
年やっと頂けました。本当に嬉しく思っています。
私は37才で狭心症を患い、女子医大に入って外科的手
術をしないで、内科の先生に掛かって内科的治療ですみ
ました。薬だけでも運動すれば新しい血管が湧いてきてバ
イパスが出来るということで、現役時代は肉体労働者とし
て働いて参りました。77才になりますとガタが来まして、脊
柱管狭窄症を患って、現在リハビリのために豊田にあるト
ムスポーツスイミングスクールに3ヶ月通っています。「痛
みバイバイ」という教室に通って60数名の生徒の中で
、男性二人。非時に恵まれた環境の中で、隅っこで運
動しています。1時間水中で動いていてもまっったく
痛みを感じません。胸くらいまで水につかり非常に激
しい運動をします。100歩を全力で走りますが、水の
抵抗があってカロリーとしては消費して良いですが、
それでも痛みが出てきません。私もお陰様で2kg痩せ
ました。今度は「傘寿のお祝い」がありますので、80
才まで頑張りたいと思います。

１１月のにこにこワンコイン

１１月の誕生日のお祝い

ゴルフ同好会コンペ   矢野凱弓


