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2020年9月1日（火）　第2329回　例会

●9月は基本的教育と識字率向上月間 ロータリーの友月間です。
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室蘭北ロータリークラブ会報

本日のプログラム

室蘭岳

次回献立予定

クラブ管理運営委員会

ガバナー公式訪問
会長・幹事懇談会
第3回クラブ協議会
夜間例会

16：00
17：00
18：00

本日献立 タコライス、スープ

菅原　正明 会員
クラブ管理運営委員会

卓話「ロータリーの友月間に因み」
次回の予定プログラム

出席報告
会員数
出席免除者数
出席義務者数

49名
2名
47名

出席者数
欠席者数
出席率

33名
15名

68.75％

各種記念日

結婚記念日　岸田　　理 会員　8月28日
創立記念日　上口喜代志 会員　8月31日

ニコニコＢＯＸ

藤井徹也（来週のガバナー公式訪問たくさんの
　　　　  ご参加お願い致します）
岸田　理（無事にお盆参りツアー終わりました）
斉藤　崇（ゴルフコンペ入賞につき）
小野寺浩二（同好会ゴルフコンペ優勝につき、
　　　　　  結婚記念日にあたり）
西野義人（蘭東少年野球同好会が開幕しました）
斉藤　聡（卓話、初鳴きです。御静聴ありがとうご
　　　　  ざいました）
猪俣英二（ゴルフ ブービーでした）
廣瀬　禎（ゴルフ同好会 参加賞でしたので）
松田博文（RC入会（8/22）に丸20年になりました。
　　　　  ありがとうございます）
渡部一姿（結婚記念日にあたり）

2020～2021年度　国際ロータリーテーマ

ROTARY Opens Opportunities 
　　「ロータリーは機会の扉を開く」
　　　　2020～2021年度 ＲＩ会長　ホルガー・クナーク

１．次週、９月1日（火）はガバナー公式訪問例
会です。

　　開会時間は18：00からとなっておりますので、
時間厳守の上お集まりください。当日は、日
本ロータリー100周年記念ピンバッチと男
性会員はネクタイ着用でお願い致します。

　　又、例会終了後は集合写真と撮ります。
　　クラブ協議会に出席される方は、活動計画
書をご持参下さい。

２．国際ロータリー第2510地区地区ローター
アクトより、「第48回地区協議会」のご案内
文が届きましたので参加される方はお申込
み下さい。後程回覧致します。

　　尚、今年度の地区協議会は新型コロナウィ
ルスの影響により、オンライン開催となり
ます。

　　開催日時：9月26日（土）
　　　　　　　ZOOM 参加開始 13：40
　　　　　　　開会式　　　　　14：00
　　　　　　　閉会式　　　　　15：50
３．先週のゲストの増川様よりお礼状が届きま
した。

＊ポリオプラス募金、1人100円とワンコイン 
ニコニコのご協力をお願い致します。

前回までの例会の報告

第2328回（8月25日）例会記録
幹事報告

１．クラブ広報委員会  菅原正明委員長より
　　例会終了後、楓の間に於いて 定款・細則
委員会が開催されます。関係者はお集まり
ください。

２．社会奉仕委員会  宮本一章委員長より
　　例会終了後、例会場に於いて 社会奉仕委
員会が開催されます。関係者はお集まりく
ださい。

３．IM実行委員会  西野委員長より
　　第49回IMフォーラム開催前のイメージビ
デオの作成のための山口会員が例会、他の
行事にて撮影をされる件

委員会報告

※例会終了後、定例理事会を行います。



たします。当社も例外ではなく、創業３０年を迎え
ると後継者問題が大きく顕在化して参りました。
株主の後継者がいないのです。
　いずれこのままこのままゆけば、当社と縁のな
い方が組合員の株をすべて相続することになりま
す。さらに脱退が自由であるため、縁がない方が
相続すると株を手放すことも容易に想定されまし
た。まさに会社の分割・存亡の危機が３０年の月
日を経て顕在化したのでした。株式会社へ組織変
更するのにあたり、私が一番腐心したのはこの点
です。株主の皆さんに組織変更をどのように説
明・説得するか、ずいぶん悩み苦しんだことは、本
当に忘れることは出来ません。しかし、これは杞憂

でした。私と持ち株会を除いた５人の株主さんは
快く、私の提案を受け入れてくださいました。まさ
しく、長らく協業組合として培ってきた相互扶助
の精神、これがこの奇跡を起こしてくれた。そう感
じた。
　最後に、当社は昭和の終わりに産声を上げ、平
成の終わりに大きく成長し、令和という新しい時
代を迎えた、まさに時代を先取りする会社でござ
います。
　これからも、時代の変化に対応し常に業界の
トップランナーとして走り続けられる会社作りに
邁進し、卓話を終了させていただきます。
ご清聴ありがとうございました。

　皆さん、こんにちは。初めての卓話ということで、
まずは自己紹介がてらに私の会社についてお話し
させていただきます。
　ご存じの方も多いかと思いますが、当社は「協
業組合ユニオン建設」として創業し約２年前の平
成３０年１０月協業組合を卒業し株式会社へと組
織変更いたしました。
　実はこの協業組合とは実に希な会社組織であり
ます。
　いま日本全国には中小企業が約３５０万社ある
といわれています。そのほとんどが、いわゆる会
社法に定める株式や有限等の会社で、約０．８％に
あたる企業が、いわゆる組合法でさだめる中小組
合で、その中でも協業組合は約５００社しか存在し
ておりません。さらに、組合から株式会社へ組織
変更した企業は、希中の希ということで、３５０万
分の３～４とまさに宝くじにも匹敵するような会
社です。このような会社が皆様の身近にあったこ
とは、北ロータリークラブにとっても一つの奇跡
かもしれません。
　さて、協業組合とはどんな会社組織なのかご説
明させていただきます。
　協業組合では、他の組合と違い受注した仕事は
組合自身で工事を行い、購入した物品はすべてそ
のまま協業組合の購買行為となるなど、各組合員
が統合強化することで協業組合を形成し、あたか
も一つの会社組織となった組合です。まさに多数

の会社が企業合併したことと同じです。企業合併
との違いは、組合員としてのその法人格は消失し
ていないことと、いつでも脱退が可能なことです。

一つ目の奇跡
～協業組合ユニオン建設の誕生と成長～

　当社が誕生したのは、昭和がまもなく幕を下ろ
そうとする昭和６３年１２月です。当時の室蘭は、
大手企業による合理化の波さらされ、構造不況の
まっただ中でした。我々室蘭の管工事業界もその
経営環境の変化に大きな危機感を抱くのも当然で
した。当時１２～３社あった室蘭市指定工事店のう
ち、８社が大同団結し、協業組合ユニオン建設が
誕生したのでありました。当時の建設業界では、
本当に驚き声が上がりました。なぜなら、業界の
トップ３の３社がともに手を取り合ったからです。
船頭多くして船山登るのことわざがございますが、
よくここまで継続したものだと思います。また、別
の驚きもありました。借金まみれの会社が、いく
つ合併しても所詮３ヶ月持てばいい方だなどと、
当社にとってはとてもネガティブな驚きの声です。
実際、実質的には大幅な債務超過で、惨憺たる船
出です。
　しかし、時代の波にうまく乗ることができまし
た。時代はまさにバブル期の到来です。ここで、事
業を軌道に乗せることができました。
　こうしてみると、創立からいる社員として、あの
借金まみれの会社が今も業界のトップランナーと
して走り続けていることが本当に奇跡としか言い
様がありません。先人の先見性には敬服するばか
りで、この会社を作っていただいたことは、誠に感
謝に堪えません。

二つ目の奇跡
～協業組合からの卒業～

　会社も人と同じように歳月を重ねると老化いた
します。うまく新陳代謝が出来れば会社は永続い

斉藤　　聡 会員
クラブ管理運営委員会

前回例会のプログラム

卓話「私の会社（2つの奇跡）」



たします。当社も例外ではなく、創業３０年を迎え
ると後継者問題が大きく顕在化して参りました。
株主の後継者がいないのです。
　いずれこのままこのままゆけば、当社と縁のな
い方が組合員の株をすべて相続することになりま
す。さらに脱退が自由であるため、縁がない方が
相続すると株を手放すことも容易に想定されまし
た。まさに会社の分割・存亡の危機が３０年の月
日を経て顕在化したのでした。株式会社へ組織変
更するのにあたり、私が一番腐心したのはこの点
です。株主の皆さんに組織変更をどのように説
明・説得するか、ずいぶん悩み苦しんだことは、本
当に忘れることは出来ません。しかし、これは杞憂

でした。私と持ち株会を除いた５人の株主さんは
快く、私の提案を受け入れてくださいました。まさ
しく、長らく協業組合として培ってきた相互扶助
の精神、これがこの奇跡を起こしてくれた。そう感
じた。
　最後に、当社は昭和の終わりに産声を上げ、平
成の終わりに大きく成長し、令和という新しい時
代を迎えた、まさに時代を先取りする会社でござ
います。
　これからも、時代の変化に対応し常に業界の
トップランナーとして走り続けられる会社作りに
邁進し、卓話を終了させていただきます。
ご清聴ありがとうございました。

　皆さん、こんにちは。初めての卓話ということで、
まずは自己紹介がてらに私の会社についてお話し
させていただきます。
　ご存じの方も多いかと思いますが、当社は「協
業組合ユニオン建設」として創業し約２年前の平
成３０年１０月協業組合を卒業し株式会社へと組
織変更いたしました。
　実はこの協業組合とは実に希な会社組織であり
ます。
　いま日本全国には中小企業が約３５０万社ある
といわれています。そのほとんどが、いわゆる会
社法に定める株式や有限等の会社で、約０．８％に
あたる企業が、いわゆる組合法でさだめる中小組
合で、その中でも協業組合は約５００社しか存在し
ておりません。さらに、組合から株式会社へ組織
変更した企業は、希中の希ということで、３５０万
分の３～４とまさに宝くじにも匹敵するような会
社です。このような会社が皆様の身近にあったこ
とは、北ロータリークラブにとっても一つの奇跡
かもしれません。
　さて、協業組合とはどんな会社組織なのかご説
明させていただきます。
　協業組合では、他の組合と違い受注した仕事は
組合自身で工事を行い、購入した物品はすべてそ
のまま協業組合の購買行為となるなど、各組合員
が統合強化することで協業組合を形成し、あたか
も一つの会社組織となった組合です。まさに多数

の会社が企業合併したことと同じです。企業合併
との違いは、組合員としてのその法人格は消失し
ていないことと、いつでも脱退が可能なことです。

一つ目の奇跡
～協業組合ユニオン建設の誕生と成長～

　当社が誕生したのは、昭和がまもなく幕を下ろ
そうとする昭和６３年１２月です。当時の室蘭は、
大手企業による合理化の波さらされ、構造不況の
まっただ中でした。我々室蘭の管工事業界もその
経営環境の変化に大きな危機感を抱くのも当然で
した。当時１２～３社あった室蘭市指定工事店のう
ち、８社が大同団結し、協業組合ユニオン建設が
誕生したのでありました。当時の建設業界では、
本当に驚き声が上がりました。なぜなら、業界の
トップ３の３社がともに手を取り合ったからです。
船頭多くして船山登るのことわざがございますが、
よくここまで継続したものだと思います。また、別
の驚きもありました。借金まみれの会社が、いく
つ合併しても所詮３ヶ月持てばいい方だなどと、
当社にとってはとてもネガティブな驚きの声です。
実際、実質的には大幅な債務超過で、惨憺たる船
出です。
　しかし、時代の波にうまく乗ることができまし
た。時代はまさにバブル期の到来です。ここで、事
業を軌道に乗せることができました。
　こうしてみると、創立からいる社員として、あの
借金まみれの会社が今も業界のトップランナーと
して走り続けていることが本当に奇跡としか言い
様がありません。先人の先見性には敬服するばか
りで、この会社を作っていただいたことは、誠に感
謝に堪えません。

二つ目の奇跡
～協業組合からの卒業～

　会社も人と同じように歳月を重ねると老化いた
します。うまく新陳代謝が出来れば会社は永続い

室蘭北ＲＣゴルフ同好会コンペ
令和2年8月22日（土）　於　室蘭ゴルフ倶楽部

小野寺浩二
斉藤　　崇
椛澤　誠子
赤崎　幸三
椛澤　哲也
廣瀬　　禎
高岸　満則
内池　眞人
本間　　信
赤崎　未希
内池　秀光
猪俣　英二
西尾　静枝
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