
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年５月２１日 

オークラフロンティアホテル 

つくばアネックス 

 

 

五周年記念大会 
～ 設立からの歩み ～ 
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『食百年の会』 

設立からの歩み 

顧問の皆様から五周年を迎えて 

馬場 昇 顧問 

株式会社みづほ野 代表取締役 

 

五周年おめでとうございます。 

仲間が集まって『喜びあえる』幸せを感じております。 

振り返ってみれば、丁度５年前の今頃でした『経営者自身を磨き上げ 

よう』経営の拠となる会の結成に向けて『有志』が動き始めていました。 

『設立趣意書』『規約』を何度も練り直し、１０月には『食百年の会』として設立総会(７２社)

の開催ができました。その後５年が経って『会』の運営の『型』も出来上がり、会長を中心に

して委員長がそれぞれ責任を持って起案実行することができています。素晴らしい会が出来上

がりました。これからの『外食産業』を取り巻く環境は『悪魔のスパイラル』とも言われてい

ますが、私達会員企業はこの逆境を乗り越えて、１００年企業を目指して共に邁進しましょう。 

感謝、感謝です。 

早野 友宏 顧問 

波奈 グループ会長 

 

今から五年前は私達が加盟していたコンサルテーションの会社が 

おかしなくなり、会員がてんでんバラバラに成るところでした。 

でも今日、ここに皆様と一緒に五周年を迎えたことは幸せに思います。 

この気持ちは私だけでは無いと考えております。 

初代会長馬場昇氏とどちらが誘うとはなしに仲間と共に生きよう、今まで築いた友情は簡単に

は消えない、そうは言ってもやはり会う機会を作ることは大事だと、腹を定めたら行動は早か

ったです。 

まず富田氏に御伺いと協力をお願いしたところ快い返事を頂きました。そして、主だった人に

電話で集まって貰い参加をお願いしました。 

電話先では「待っていました。とばかりの明るい会を立上げようの声が皆様から帰ってまいり

ました。」 

よし喜んで貰える、皆同じ想いだと実感しました。 

それではどんな会にするかは皆に集まって貰い定めてもらえば良いと考えました。会合に行く

時は足も軽く明るい気持ちで行かれるそんな会を、会員数では無く心通じる人達の集団にしよ

うとの思いでした。 

年長者の私達二人が言いだしっぺでしたから責任を取る立場でやらなければと人格者の馬場

氏に会長になってもらい、微力ながらも私はサポートする立場でとスタートした次第です。 
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久志本 京子 顧問 

株式会社アールディーシー 代表取締役 

 

食百年の会を発足した時の話です。 

故大島から呼ばれて今度食百年の会という会を作ることになったので、 

口座を作って下さいと言われました。 

さっそく口座を作る手続きをしたのですが、うっかり食１００年の会と作ってしまいました。 

できてきた通帳をみて、「まあいいか」と言いながら会の趣旨を説明してくれました。 

外食産業の地位の向上と、共に事業を継続していく仲間を作るための会なのだと。 

ここに５周年を迎えることができ、このような多くの参会者が集まり、会の発展を共に願った

思いが実現されていくことの幸せを空の上の兄と日々共有しております。 

 

会名は「食百年の会」と皆様と決めさせて頂きました。 

この五年間、馬場、大島、青谷各氏会長の指導力の元、また会員各位の努力．ご協力の賜物に

て素晴らしい会に成長を遂げたと確信しております。 

私心として、出来ればこの会が外食業界又農水省にも一石を投じられるような会にとの思いが

あります。そんな時、大島会長の突然の他界はなんとしても大きな損失であり残念でならなか

ったことであります。 

私はこの様な会の中枢に永く関わらせて頂いたことに大変感謝しております。 

「食百年の会」乾杯！ 
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■期間     平成２０年１０月１日～平成２１年９月３０日 

 

■活動テーマ 『土台作り』 

 

■会務体制 

 

役 職 名 氏  名 会 社 名 

会  長 馬場 昇 (株)みづほ野 

会長エレクト 早野 友宏 早野商事(株) 

副会長 大島 敏 (株)アールディーシー 

会計 稲葉 浩三 和幸(株) 

組織委員会委員長 齋藤 浩 (株)哲學 

経営戦略セミナー委員会委員長 青谷 洋治 (株)坂東太郎 

親睦委員会委員長 惠谷 龍二 (株)ケイコーポレーション 

食文化研究委員会委員長 土屋 修 (株)宮食 

後継者育成委員会委員長 寿福 一隆 (株)寿福産業 

会計監査 大宮 典平 (株)サンワレストランクリエイツ 

顧問 富田 重之 さわやか(株) 

 

■会員企業数 ７０社 

 

■行事 

 

１)設立総会の開催 東京會舘丸の内本館 平成２０年１１月５日               

   ◆記念講演 

   ①(株)Ｓ．Ｙワークス  代表取締役 佐藤 芳直様 

     テーマ『どうなる外食産業 そして打つ手は』 

 

   ②日本経営合理化協会  理事長 牟田學様 

     テーマ『社長業実務の進め方』 

 

２)組織委員会第一ブロック勉強会  丸ビル会議室  平成２１年２月３日    

  ◆講演 

   外食総合研究所主任研究員  堀田先生 

     テーマ『外食産業の動向』 

第一期 
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 ３)食文化研究委員会 台湾研修   平成２１年２月８日～２月１１日                              

 

  ※参加人員１８名 

 

 

４)組織委員会岡山勉強会 平成２１年３月３日 岡山コンベンションセンター       

 

  ※参加人員３０名 

  ◆講演 

   講師 フードビジネスリーダー 鬼頭健様 

   テーマ『昨年の外食動向』 

 

 ５)後継者育成委員会勉強会    平成２１年３月１７日 福岡西鉄イン    

  ※参加人員４２名 

  ◆講演 

   講師 友成勇樹様 

   テーマ 『外食産業における仕組みづくりの基本概念』 

 

 ６)春の経営戦略セミナー    平成２１年４月１５日 東京會舘         

  ※参加人員８６名 

  ◆講演 

   ①東京大学経済学部教授 伊藤元重様 

    テーマ『日本経済の現状と今後』 

 

   ②(株)スターズ．トレーディング代表 高橋滋様 

    テーマ『愛と感動のレストラン カシータのホスピタリティ』 

 

   ※懇親会後、レストラン カシータで食事 

 

７)組織委員会合同勉強会 ＴＫＰビジネスセンター 平成２１年６月２３日 

  ※参加人員１１９名 

  ◆講演 

   ①(株)王将フードサービス 鈴木和久専務様 
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   テーマ『何故餃子の王将は伸び続けているのか』 

   ②日本コンサルタントグループ 理事 村上征一様 

    テーマ 『マーケティングと顧客管理』 

 

８)後継者育成委員会勉強会 東京国際フォーラム 平成２１年７月１７日               

  ※参加人員 ２４名 

  ◆講演 マエサワ税理士法人 前沢 代表社員様 

    テーマ『後継者の心構えと学ぶこと』 

 

 ９)食文化研究委員会 新潟研修 平成２１年９月８日～９月１０日         

  ※参加人員３７名 

  ◆スケジュール概略 

 

９月８日 

□『海鮮家葱坊主』(株)よね蔵 昼食 □村上 岩船漁港 市場見学 

□鮭加工業者 □城下町 村上の町屋 武家屋敷見学 

□瀬波温泉『夕映えの宿 汐美荘』  

 ９月９日 

□山古志村視察 □八海醸造視察 

□雲洞庵見学 □小嶋屋総本店 へぎそば試食 

□片貝まつり  

 ９月１０日 

□トミオカ ホワイト美術館視察 □けやき苑 
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■期間     平成２１年１０月１日～平成２２年９月３０日  

 

■活動テーマ 『目的の共有』 

 

■会務体制 

 

役 職 名 氏  名 会 社 名 

会  長 馬場 昇 (株)みづほ野 

会長エレクト 早野 友宏 早野商事(株) 

副会長 大島 敏 (株)アールディーシー 

会計 稲葉 浩三 和幸(株) 

組織委員会委員長 齋藤 浩 (株)哲學 

経営戦略セミナー委員会委員

長 

青谷 洋治 (株)坂東太郎 

親睦委員会委員長 惠谷 龍二 (株)ケイコーポレーション 

食文化研究委員会委員長 土屋 修 (株)宮食 

後継者育成委員会委員長 寿福 一隆 (株)寿福産業 

会計監査 大宮 典平 (株)サンワレストランクリエイツ 

顧問 富田 重之 さわやか(株) 

 

■会員企業数 ６３社 

 

■行事 

 

１)第二期総会の開催 東京會舘丸の内本館 平成２１年１０月２３日          

 

◆講演 

   ①立教大学 経済学部教授  山口義行様 

     テーマ『日本経済の現状と今後』 

 

   ②きわむ元気塾社長 横川究様(すかいらーく創業経営者) 

     テーマ『食品小売業から外食産業へ』 

 

 

 

 

第二期 
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２)組織委員会合同研修会  TKP 会議室  平成２２年１月２６日          

 ※４６名参加 

 ◆テーマ 民事再生法に至った経緯とその後について 

    

３)組織委員会合同研修会  豊橋名豊ビル  平成２２年２月２４日         

 ※３５名参加 

 ◆研修テーマ 『企業づくり．組織づくり．人づくり』 

 ◆講演 (株)物語コーポレーション 小林社長様 

  テーマ『組織に必要な人財とは』 

 

４)食文化研究委員会 『長崎の旅』     平成２２年３月１６日～１８日         

※３７名参加 

◆スケジュール概略 

３月１６日 

□グラバー邸 長崎蛇踊り見学 □長崎市内グルメ視察 

 ３月１７日 

□大浦地区、出島地区、風頭地区 □福砂屋本店視察 

□浜勝 しっぽく料理堪能 □長崎歴史文化博物館見学 

□雲仙普賢岳 地獄めぐり □雲仙新湯ホテル 

 ３月１８日 

□対馬観光 □ 

 

グラバー邸           亀山社中跡 竜馬像      長崎蛇踊り 

 

 

福砂屋 本店           大浦天主堂         興福寺 
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５)春の経営戦略セミナー 京都国際交流文化会館 平成２２年４月８日～９日              

 ◆講演 

  ①(株)金剛組 代表取締役 小川完二様 

   テーマ 『我社の歴史と今後の展開』 

  ②(株)美濃吉 代表取締役 佐竹力総様 

   テーマ 『我社の創業と今後の展開』 

 ◆宿泊 旅館『八千代』 

 ◆９日は観光 

  ①嵯峨嵐山 トロッコ列車 

  ②保津川川下り 

  ③『竹茂楼』美濃吉 昼食 

 

 

 

６)組織委員会合同研修会 東京丸の内 三菱地所ビル 平成２２年６月１７日    

 ※出席者３７名 

 ◆講演 

  虎屋  第１７代当主  代表取締役 黒川光博様 

  テーマ 『虎屋の歴史』 

 

 

７)食文化研究委員会 『上質な韓国の旅』    平成２２年９月１４日～１７日 

 ※参加者 ３８名 

９月１４日 

□北村 『プッチョン カルグクス』 □ヨンチョンヨンファ 韓牛焼肉 

□『ウォーカーヒル』 韓国芸能 □城下町 村上の町屋 武家屋敷見学 

□ホテル『サマーセットパレス』  

９月１５日 

□『プゴクッチプ』干しダラスープ □水原華城見学 世界遺産 

□『韓国民俗村』見学 □ウォンジョサムパプチプ ランチ 

□明洞 ショッピング □ＮＡＮＴＡ劇場 

□『マポナル』超繁盛居酒屋 □ 
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 ９月１６日 

□北村 『コムタン』 □昌徳宮 世界遺産視察 

□『徳寿宮』 守門将交代式 □『マバン』伝統田舎料理 

□『国立中央博物館』見学 □『三清閣』ラストディナー 

 ９月１７日 

□『ハナロマート』農協直営スーパー □『水原本カルビ』 
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■期間     平成２２年１０月１日～平成２３年９月３０日 

 

■活動テーマ 『ホップ』 

 

■会務体制 

 

役 職 名 氏  名 会 社 名 

会  長 大島 敏 (株)アールディーシー 

会長エレクト 早野 友宏 早野商事(株) 

副会長 青谷 洋治 (株)坂東太郎 

会計 高野 勉 (株)雪村 

組織委員会委員長 齋藤 徳之 (株)こうしんづか 

経営戦略セミナー委員会委員長 木村 輝明 (株)いちもん 

親睦委員会委員長 土井 一郎 (株)味屋コーポレーション 

食文化研究委員会委員長 竹内 康順 (株)ヴィサージュ 

後継者育成委員会委員長 寿福 一隆 (株)寿福産業 

会計監査 増田 純久 (株)ロマンチック街道 

顧問 富田 重之 さわやか(株) 

顧問 馬場 昇 (株)みづほ野 

 

■会員企業数 ６０社 

 

■行事 

１)第三期総会の開催 東京會舘丸の内本館    平成２２年１０月２８日          

 ◆講演① フードビズ主幹 神山 泉様 

      テーマ  『外食産業の現状と今後』 

 

 ◆パネルディスカッション (株)きわむ元気塾 代表 横川様 神山様 

 

２)第１回 コスト削減会議 東京国際フォーラム 平成２２年１０月２９日        

  

 ◆検討内容 

米 / ガス / 電気 / 水道 / 豚肉 / 鶏肉 / 牛 / コーラ / ビール / 油 /  

マグロ / 砂糖 / 小麦 / 天ぷら粉 

 

第三期 
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２)築地市場視察                平成２２年１１月１６日       

◆スケジュール 

□生まぐろセリ 視察 □鮮魚 活魚 セリ視察 

□冷凍マグロセリ視察 □塩乾物 セリ場視察 

□中央魚類伊藤会長講和 □『三清閣』ラストディナー 

 

 

 

３)組織委員会２月度勉強会            平成２３年２月１６日       

◆優良企業 (株)ブロンコビリー視察 

 テーマ 『高収益企業の作り方を学ぶ』 

 

４)伏龍会 てっぺん 大島代表 研修会 国際フォーラム 平成２３年２月２５日       

 

◆講演 てっぺん代表 大嶋 啓介 

     テーマ 『どうすれば人は輝くのか』 

 

 

 

 

５)東日本大震災復興支援．炊き出しボランティア 平成２３年５月７日～８日       

■開催場所： 宮城県南三陸町のベイサイドアリーナ(スポーツ交流村)  

 

    南三陸町の被災現地状況             津波で町が壊滅状況 
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     炊き出し 初日 朝礼           炊き出し 初日 まぐろ解体ショー 

    

 

      炊き出し準備                炊き出し仕込中      

    

 

      ラーメンチーム              ラーメン、うどんチーム 

    
 

       馬場社長 奮闘中             被災地の方々の食事風景 
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６)食文化研究委員会  シンガポール研修 平成２３年９月１３日～１６日     

 ※参加人員 ３３名 

 

 

９月１３日 

□ホテル MARINA BAY SANDS □JUMBO チリクラブ 

□ロングバー □ 

９月１４日 

□BUKUTTEH  □オーチャード フードコート 

□レイガーデン 中華 □シンガポール川 クルーズ 

９月１５日 

□マウントフェーバー □セント―サー島 

□バナナリーフ  アポロ  □ラッフルズホテル ハイティ 

□ノーサインボードシーフード □ 

 

 

    マリーナ．ベイ．サンズ             マリーナ．ベイ．サンズ 
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    マリーナ．ベイ．サンズ           マリーナ．ベイ．サンズ 対岸 

    

 

      レストランジャンボ               レストランジャンボ 

    

 

      レストランジャンボ               レストランジャンボ 
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■期間     平成２３年１０月１日～平成２４年９月３０日 

 

■活動テーマ 『結論から各論へ』 

 

■会務体制 

 

役 職 名 氏  名 会 社 名 

会  長 大島 敏 (株)アールディーシー 

会長エレクト 早野 友宏 早野商事(株) 

副会長 青谷 洋治 (株)坂東太郎 

会計 高野 勉 (株)雪村 

組織委員会委員長 齋藤 徳之 (株)こうしんづか 

経営戦略セミナー委員会委員長 木村 輝明 (株)いちもん 

親睦委員会委員長 土井 一郎 (株)味屋コーポレーション 

食文化研究委員会委員長 竹内 康順 (株)ヴィサージュ 

後継者育成委員会委員長 古徳 勉 (株)寿福産業 

会計監査 増田 純久 (株)ロマンチック街道 

顧問 富田 重之 さわやか(株) 

顧問 馬場 昇 (株)みづほ野 

 

■会員企業数 ５７社 

 

■行事 

１)第四期総会の開催 東京會舘丸の内本館    平成２３年１０月４日          

 ◆講演① 法政大学大学院 客員教授 青木仁志様 

      テーマ 『経営理念』 

 

 ◆講演② (株)吉野家 代表取締役 阿部修仁様 

      テーマ 『吉野家の経営理念』 

 

 

２)組織委員会 広島．岡山地区事例研究会    平成２４年２月１６日１７日       

 ◆広島地区 (株)都 ㈲会社通天楼 エスワングループ視察 

 ◆岡山地区 (株)ケイコーポレーション (株)風来坊 岩手川グループ 

３)食文化研究委員会 金沢研修         平成２４年３月６日～８日       

※参加者 ３９名 

第四期 
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３月６日 

□『寿司』小松 弥助 □２１世紀美術館 見学 

□講演 金沢の歴史 奈良先生 □講演 金沢の食文化 高木一郎様 

□日本料理『銭屋』  

３月７日 

□兼六園 金沢城 歴史博物館見学 □加賀麩 不室屋 

□まいもん寿し □天狗舞 車多酒造 

□九谷焼 資料館 陶芸館 □ 

 ３月８日 

□能登 輪島の朝市 □輪島 能登の庄 昼食 

 

寿司『小松弥助』      『２１世紀美術館』      『兼六園』  

 

 

   『金沢城』          『日本料理』銭屋        『不室屋』 

 

 

４)経営戦略セミナー 鹿児島研修        平成２４年５月２３日～２４日    

 ※参加人員 ３６名 

５月２３日 

□寿庵 食事 □知覧特攻会館 視察 

□講演 『覚悟の経営』有村佳子様 □『砂むし』体験 

□錦江湾の旬の食材を活かした会席  

 

５月２４日 

□大丸鰹節工場視察 □鹿児島フラワーパーク 視察 

□パワースポット 釜蓋神社 □焼酎工場視察 
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５)組織委員会 仙台研修        平成２４年５月２３日～２４日       

 ※３２名参加 

 ◆講演 ① 南三陸町で開業した 本田英彦先生 

       テーマ『被災から開業まで』 

 ◆講演 ② ㈱平考酒造 平井考浩社長 

       テーマ『被災から復興の道のり』 

 ◆講演 ③ 大宮会長 松川社長 

       テーマ 『被災後の状況について』 

 ◆石巻．松島視察   講演 石巻市水産物市場 能見社長講和 

 ◆臨済宗 円通院 伊達懐石料理 『雲外』 昼食 
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６)食文化研究委員会 香港研修        平成２４年９月１１日～１４日       

 ※参加人員 ３１名 

９月１１日 

□ユニオンスクエア 『凱旋門』 □『香港経済の動向と変遷』一条様 

□ICCSKY100 視察 □ 

９月１２日 

□板前寿司 試食と講演 □ザ．ミラホテル 『国金軒』飲茶 

□シティースーパー視察 □チャイナクラブ 広東創作料理 

□荻野正明様講演 □ 

 ３月８日 

□添好運 朝食 □『油麻地街市』視察 

□パワースポット『黄大仙』視察 □『雲陽閣』四川料理 

□『東賓小館』海鮮料理 □ 
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■期間     平成２４年１０月１日～平成２５年９月３０日 

 

■活動テーマ 『ステップ』 

 

■会務体制 

 

役 職 名 氏  名 会 社 名 

会  長 青谷 洋治 (株)坂東太郎 

会長エレクト 惠谷 龍二 (株)ケイコーポレーション 

副会長 齋藤 浩 (株)哲學 

会計 大宮 典平 (株)サンワレストランクリエイツ 

組織委員会委員長 松川 実 ㈲ファイブエム商事 

経営戦略セミナー委員会委員長 前田 康仁 北一食品(株) 

親睦委員会委員長 増田 純久 (株)ロマンチック街道 

食文化研究委員会委員長 中島 美江子 (株)よね蔵 

伏龍会会長 鈴木 雅貴 (株)甲羅 

会計監査 寿福 一隆 (株)寿福産業 

顧問 富田 重之 さわやか(株) 

顧問 馬場 昇 (株)みづほ野 

顧問 久志本 京子 (株)アールディーシー 

顧問 早野 友宏 早野商事(株) 

 

■会員企業数 ５９社 

 

■行事 

１)第五期総会の開催 東京會舘丸の内本館    平成２４年１０月３日       

 

 ◆講演 ① 法政大学大学院教授 坂本光司様 

       テーマ 『日本で一番大切な会社になる』 

 

 ◆講演 ② ＳＢＩホールディング(株) 代表取締役 北尾 吉孝様 

       テーマ 『中国古典に学ぶ経営の王道と実践』 

 

２)伏龍会第１回勉強会 ＴＫＰビジネスセンター 平成２４年１１月２０日２１日       

 

 ◆スケジュール 

第五期 
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１１月２０日 

□委員長年間行動方針 □今期の年次計画報告 

□現況報告 □情報交換会 

□繁盛店視察 □ 

１１月２１日 

□表参道 朝カフェ □スカイツリー(ソラマチ)視察 

 

 

３)伏龍会第沖縄研修               平成２５年２月２０日２１日   

 ◆スケジュール 

２月２０日 

□首里城見学 □国際通り散策 公設市場見学 

□海のちんぼらぁ 懇親会 □生簀の銀次 ２次会 

２月２１日 

□海ぶどう養殖見学 □車えび養殖場見学 

□がらまんじゃく 昼食 □美ら海水族館見学 

□山原屋 □ 

 

 

４)食文化研究委員会沖縄研修          平成２５年３月５日～７日  

 ※参加者 ４８名 

 ◆スケジュール 

３月５日 日航那覇宿泊 

□首里城見学 □琉球料理 『美栄』 

□沖縄料理『月桃庵』 □『海のちんぼらぁ』 ２次会 

※講演 『沖縄の食文化』楽園計画代表 田崎聡様 

※講演 『沖縄の畜産の歴史』 学術士 平川宗隆様 

３月６日 ザ．ブセナテラス宿泊 

□農連市場視察 □世界遺産 中城城跡見学 

□カフェ がらまんじゃく 昼食 □マングローブ視察 

□美ら海水族館見学 □『琉華彩苑』広東中華 

３月７日 

□琉球村視察 □読谷陶芸窯元見学 

□沖縄そば 『浜屋』 昼食 □ 
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ザ．ブセナホテル                中城城跡 

    

 

マングローブ                  琉球村 

    

 

読谷陶芸窯元                  美ら海水族館 

    

 

ブセナ 琉華彩苑                 琉球料理美栄 
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［１］ 「食百年の会」とは 

会員相互が切磋琢磨および助け合い、友情を深め、情報を共有することにより、お互いの発

展を誓い合い、「百年続く会社」を作っていくという「大きな目標」に向かって挑戦し続ける経営

者の集団。 

［２］ 「食」ということ   

外食・中食・内食の「食」にとどまらず、食文化と食育の「食」、そして衣食住の「食」。人間が生

きていくうえに基本的な重要な分野。そして、豊かになった日本国民の最大の欲求は「健康で

長生きしたい」ということで、そのための関心事が「食」です。 

［３］ 「百年」ということ 

     私達経営者としての「夢」は、自分の事業を繁盛させて長い間に亘って経営し続けていくこと。

親・子・孫と「事業承継」ができるように経営者としての課題を抱えながら「経営力」を身につけて

いくために常にチャレンジ。 

［４］ 本音で付き合う、友情を培う。 

この会に入って、単に情報を得る、経営戦略セミナーに出席するだけでなく、自分の持ってい

るもの、相手の持っているものを積極的に双方向コミュニケーションしながら本音で付き合う。 

会員は７０～８０名までが限度かな。 

［５］ この会の運営は誰かがやってくれるという会ではない。 

一人一人の会員が「自発的」にそれぞれ役割分担をもって「全員参加」で運営していく会です。

この運営に参加し責任をもつことによって、経営者としての自分作りをしていく。コンサルタント会

社ではなく皆で参加運営していく会。 

［６］ それぞれの役割は１年で交替。 

それぞれの役割の任期は１年とする。会長も委員長も会計も年次計画に基づいて１年間責任

を持つ。次の年度の責任者を必ず養成しておく義務がある。与えられた役割分担は、原則的に

はイエスがあってノーはない。あるとすれば、経営が悪化している、体調がよくないなどのとき。ス

タート時は「会」の運営を軌道に乗せるために、初年度役員は任期を延長することもある。 

［７］ 会員としての資格 

年度は１０月１日より翌年９月末日。８月末日までに年会費を納入した者が会員資格を得る。

なお、会費の振り込みが完了しなければ会員資格を失う。 

［８］ 会員は平等 

     この会の運営の基本は全員参加型です。全員が役割分担をしていくことになるので、会員は

企業規模の大小・年齢・性別などに関係なくお互いに「平等」です。 

［９］ 手弁当で 

各役員などの交通費、食費、宿泊費などは、限られた予算の中で運営していくので、自分持

ちとする。お互いが全員参加型ですから、いつか必ず自分も手弁当になる。 

 

 

「食百年の会」 設立趣意書 
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［１０］ 参加義務 

     年２回開催される経営戦略セミナーと懇親会は会員としての参加義務とする。この機会を通

じて積極的に交流しましょう。 

［１１］ 理事会は最高決定機関 

理事会は、会長・会長エレクト・副会長・会計・各委員長（５人）の合計９人。全員一致が原則。

止むを得ない場合は会長決定とする。四半期に一回は必ず開催し、年次計画の進行チェックと

重要事項の討議を行います。 

顧問は、会の運営が設立の趣意に反していると思う場合は理事会に意見を述べる。 

［１２］ 年会費の使途、決算 

年会費は、事務通信費、年間２回の経営戦略セミナー・懇親会の費用、各委員会への支援

費のみ。そして、年度決算し残金は次年度へ繰り越す。１年１年のけじめをする。 

各委員会が企画・立案し、理事会承認を得たプログラムについては、１回１回会費を決定し参

加する会員より徴収する。 

プログラム実施後、予算と決算の差が大きくある場合は理事会に諮る。
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『食百年の会』第五期  東ブロック 会員名簿 

 

№ 姓 名 会 社 名 府県 市 町 村 番地 

1 青谷 洋治 ㈱坂東太郎 茨城県 古河市高野 540-3 

2 一瀬 邦夫 ㈱ペッパーフードサービス 東京都 墨田区吾妻橋 3-3-2 

3 久志本 京子 ㈱アールディーシー 埼玉県 熊谷市石原熊谷ビル 2-1 4F 

4 太田 泰精 ㈲そうま 埼玉県 比企郡川島町表 433-1 

5 大宮 典平 ㈱サンワ・レストラン・クリエイツ 宮城県 仙台市青葉区本町 2-9-5 

6 木村 輝明 ㈱いちもん 群馬県 伊勢崎市田部井 3-2634-1 

7 木村 徳治 ㈱馬車道 埼玉県 熊谷市万吉 2950-1 

8 山中 谷一 ㈱三峰 埼玉県 深谷市荒川 660-2 

9 古徳 勉 ㈱エヌティービー 茨城県 水戸市河和田 1509-2 

10 小林 重則 ㈱小嶋屋総本店 新潟県 十日町市中屋敷 758-1 

11 齊藤 徳之 ㈱こうしんづか 東京都 豊島区巣鴨 3-14-20 2F 

12 斎藤 浩 ㈱哲學 群馬県 高崎市筑縄町 4-10 

13 佐藤 公重 ㈱アジマックス 秋田県 秋田市大町 3-2-30 

14 鎌田 瑞穂 ㈱勇心 秋田県 秋田市下新城中野字琵琶沼 439-5 

15 高野 勉 ㈱雪村 茨城県 土浦市卸町 1-7-7 

16 土屋 修 ㈱宮食 栃木県 宇都宮市平出町 4083-7 

17 長山 強 ㈱むさし 千葉県 八千代市大和田新田 923-5 

18 中島 美江子 ㈱よね蔵 新潟県 燕市井土巻 5-174 2F 

19 馬場 昇 ㈱みづほ野 神奈川県 平塚市桜ケ丘 2-22 

20 早野 友宏 早野商事㈱ 千葉県 千葉市若葉区桜木町 6-19-75 

21 前田 康仁 北一食品㈱ 北海道 北見市常盤町 4-1-12 

22 増田 純久 ㈱ロマンチック街道 埼玉県 加須市北小浜 150-2 

23 松川 実 ㈲ファイブエム商事 宮城県 仙台市若林区大和町 5-2-15 

24 遠藤 政昭 鉄兵衛 宮城県 大崎市古川小野字中蝦沢 141-11 

25 矢田部 武久 とんきゅう㈱ 茨城県 つくば市梅園 2-17-4 

26 山泉 篤 ㈱せんざん 神奈川県 横浜市港南区港南台 3-24-7 

27 谷川 富成 ㈱三ツ星レストランシステム 北海道 釧路市春採 5-16-10 

28 板橋 慶治 有限会社スペースプロジェクト 群馬県 桐生市境野町 4-695-3 

 

 

本年度新会員様 
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『食百年の会』第五期  西ブロック会員名簿 

№ 姓 名 会 社 名 府県 市 町 村 番地 

29 大西 隆俊 ㈱ダイム 三重県 伊勢市上地町大久保 2691 

30 河合 昭人 武蔵㈱ 愛知県 豊橋市藤沢町 81 

31 鈴木 勇一 ㈱甲羅 愛知県 豊橋市東脇 3-1-7 

32 高山 和永 ㈱物語コーポレーション 愛知県 豊橋市西岩田 5-7-11 

33 鈴木 博 ㈱備長 愛知県 丹羽郡大口町下小口 5-176-1 

34 坪口 榮二 ㈱つぼぐちフードサービス 静岡県 御殿場市かまど 12-1 

35 木下 孝治 ㈱エムアンドケイ 石川県 金沢市八日市 3-604 

36 富田 重之 さわやか㈱ 静岡県 浜松市中区和合町 193-58風の街ビル 2F 

37 花當 準二 ㈲はなと 富山県 黒部市萩生 5297 

38 福島 武彦 福島鰹㈱ 京都府 京都市中京区堺町通御池上ﾙ扇屋町 661 

39 大山 徳龍 株式会社ダイセン 愛知県 西尾市徳次町下十五夜 5ー3 

40 遠藤 学 ㈱シーフード．マルイ 岐阜県 下呂市小川 64-10 

41 出井 山登 ㈱いんでいら 岡山県 岡山市海吉 113-24 

42 惠谷 龍二 ㈱ケイコーポレーション 岡山県 浅口市鴨方町六条院中 5138 

43 樫本 正人 ㈲ポルシェ 広島県 尾道市高須町 1351-1 

44 日下 統雄 岩手川グループ㈲ 岡山県 岡山市尾上 1764-1 

45 寄本 渉 ㈱都 広島県 福山市春日町 2-2-43 

46 寿福 一隆 ㈱寿福産業 鹿児島県 鹿児島市荒田 1-61-13 

47 勘場 明 ㈲みその 鹿児島県 いちき串木野市塩屋町 138 

48 竹内 康順 ㈱ｳﾞｨｻｰｼﾞｭ 福岡県 福岡市中央区天神 1-13-13幾永ビル 2Ｆ 

49 土井 一朗 ㈱味屋コーポレーション 鳥取県 西伯郡日吉津村大字日吉津 1370-2 

50 花田 利喜 アトム㈱ 福岡県 福岡市東区松島 5-17-25 

51 早藤 重忠 山のせピーエス㈱ 徳島県 名西郡石井町石井字石井 673-12 

52 樋口 知美 ㈱ZｉNZAN 岡山県   

53 河原 洋文 ㈱ﾍﾟﾌﾞﾙﾌｰﾄﾞｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ 岡山県 津山市上河原 216-4 

54 広川 永哲 ㈲通天楼 広島県 福山市神辺町新徳田 3-526-3 

55 林原 博之 ㈱ｱﾍﾟｯｸｽｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 広島県 福山市南蔵王町 2-16-5 

56 藤井 公 ㈱MIHORI 山口県 山口市大内御堀 1496-1 

57 寄木 秋弘 HIROMU㈱ 岡山県 津山市沼 87-16 

58 三宅 治博 ㈱風来坊 岡山県 倉敷市新田 2530-5 

59 伊志嶺 勲 ㈱アメニティ 沖縄県 那覇市寄官 2-2-3 

 


