
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 令和 2 年(第 60 回)油脂業界新年交礼会にて全油販連一同の油〆 
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令和２年の全油販連 NEWS 第１号の発行にあたり、一言ご挨拶申し上げます。 

 

新年あけましておめでとうございます。 

全油販連の会員各位の皆様には、健やかな新年をお迎えになられた事と存じます。 

季節は早いもので２月となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先月、愛知県油脂卸協同組合の新年会に参加した翌日に前々から訪れようと思っていた「三

ケ根山」に登って参りました。 

三ケ根山は愛知県幸田町、西尾市、蒲郡市にまたがる山で、山頂からは三河湾の大パノラマ

が一望できます！ 写真左(蒲郡方面を臨む) 

山頂の観音様の周辺に太平洋戦争の戦死者慰霊碑、フィリピンで亡くなった方の為の比島観

音があります。少し離れた所には A 級戦犯の 7 人の忠魂碑も有り、慰霊に訪れている方を

多く見掛けました。比島観音の一角に野戦高射砲第 76 大隊の慰霊碑が有り(写真中)、戦死

した伯父が所属して居た部隊でした。傍らの箱に名簿があり伯父、宇田川喜久雄の名前を見

つけて暫くその場に立ち尽くしました。写真左(第二中隊曹長)戦死の地はレイテ島カンギポ

ット(歓喜峰)、部隊はほぼ全滅、戦死と言うよりは餓死、マラリア等感染症による病死の様

です。当然遺骨は無く空の骨壺を世田谷の三宿の練兵場に祖母が引取に行ったそうです。27

歳でした。太平洋戦争中、フィリピンで約 50 万の同胞が命を落としています。国のために

命を落とされた方に改めて哀悼の意を捧げたいと思います。 

 

武漢発の「新型肺炎」は未だ留まることを知らず地球規模に拡大中で今後が心配されます。 

国内景気にも影響が出て来ている様に思われます。本来的には従来の「インフルエンザ」の

方が「感染力」「致死率」などは上だそうですが、正体の判っている「インフルエンザ」に

比して いまだ正体不明の分だけ不気味に感じずにはいられません。 

東京オリンピック・パラリンピックまでには終息していることを願うばかりです。 

結びに、食用油の需要維持、適正油価の実現に一層の努力をしてまいりたいと考えますの

で、今後とも全油販連の活動に対しましてご理解とご協力を重ねてお願い申し上げます。 

全国油脂販売業者連合会 

会  長  宇田川  公 喜 
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日時  令和元年１０月３０日（水）１４：３０～１８：３０ 

場所  ロイヤルパークホテル  有明の間・東雲の間 

 

総会では平成３０年度事業・決算報告および令和元年度事業・予算計画が原案通り承認された。 

総会後、講談師宝井琴梅様が江戸時代中期の儒学者・思想家・文学者である萩生徂徠にまつわ

る一席「徂徠豆腐の由来」を披露した。 

引き続き、農林水産省食料産業局食品製造課 東野昭浩課長による「食品製造業における労働

力不足克服ビジョン」について講話が行なわれた。食品製造業における労働力需給の現状と課

題、機械化の現状と課題、食品機械製造業の現状と課題、開発・製造における「自前主義」の

弊害、製造現場で起こる世代間の葛藤・摩擦等にいて詳細に説明がされた。「従業員のやる気

を育て、ＩＴ・機械の導入による生産性の向上を図ることまた、今後は女性・高齢者・外国人

等、多様な人材の活用促進が必要」であると説明があった。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

その後、来賓、賛助会員、会員各社をまじえ行なわれた懇親パーティで宇田川会長が「台風 

１５号、１９号、先週の集中豪雨によりお亡くなりになられた方々が一日でも早く復興・復旧

されるよう祈念申し上げたい。私事であるが、ここ最近の週末に被災地に出かけ被災した状態

を見たが、復興・復旧まではかなり時間を要すると感じるエリアがあり、水害の怖さを改めて

痛感した。とくに長野県では製油業界に関係する施設が被災されたということで、何かと話題

になっている。 

昨日(日清オイリオグループ㈱と㈱Ｊ-オイルミルズの)業務提携に関する協議開始のニュース

がリリースされた。また、昨日は東京中央区にある㈱Ｊ-オイルミルズ様の「おいしさデザイン

工房」を会場に、中堅若手社員をを対象とする食用油脂に関する勉強会「第５回油脂未来セミ

ナー」を開催した。今期はあと２回の油脂未来セミナーを実施するが、油問屋として油脂に関

するさまざまな知識を高め、油の価値向上に努めていきたい」と挨拶をした。 

引き続き、農林水産省食料産業局食品製造課 東野昭浩課長より「いま、お話があったように

昨日、油脂業界の大きなニュースが飛び込んできた。国内生産がまだ順調に伸びている段階で、

将来を見据えて大きな決断をされたということで、これが今後の生産性向上の強化、油脂の安

定供給に貢献されることを期待している」と業務提携開始について所感を述べた。また、東京

第６６回全油販連定時総会開催 

講談師 宝井琴梅 

 

 

かんぱい挨拶 

農水省・東野課長の講話 

 

かんぱい挨拶 
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五輪開催時の配送問題について「東京五輪開催中の都内の交通をどのようにマネジメントする

か、五輪組織委員会、東京都と議論を行っている。主に２つの手段で渋滞を起こさずに切り抜

けようとしている。１つは交通需要マネジメントで、業界の皆さんに協力してもらい、配送の

頻度を下げる、あるいは配送の時間をシフトしてもらうことで、休日並みの交通量に抑えるこ

とを目指す。メーカー、卸、小売それぞれで行なえることは限られているので、先週にはメー

カー、卸、小売の各団体が集まり、川上から川下まで団結して何ができるかを議論する第１回

目の会合を開催した。もう１つの手法は交通しシステムマネジメントというもので、首都高の

入口を状況に合わせて閉鎖し、強制的に都心での車の流入を止めてしまうもので、この２つを

組み合わせて、大会がスムーズに運営できることを考えている。油脂業界の皆さんにもご協力

いただきたい」と来賓挨拶をいただいた。 

さらに、一般社団法人日本植物油協会の八馬史尚会長（㈱Ｊ-オイルミルズ社長）より「台風 

１５号、１９号、２１号によってお亡くなりになられた方のご冥福をお祈り申し上げるととも

に被災された方にお見舞い申し上げます。度重なる台風の影響を受けて、植物油の搾油にとっ

ても少なからず影響があり、こうした状況の時こそ業界が一丸となって乗り越えていく必要が

ある。それぞれの会員企業においても、真摯な取り組みが求められていると理解している。今

回の台風を通じて、改めて環境・気象の変化が非常に大きな課題だということを再認識した。

日本植物油協会としても、２０３０年に向けた目標を設定して取り組みを始めているところだ

が、今まで以上に取り組みを進め、サプライチェーン全体で取り組む必要があるものと強く感

じている。早いもので令和元年も残すところ２ヶ月となつた。今月は「即位礼正殿の儀」もあ

り、日本の歴史と伝統というものを改めて誇りに思い、歴史と伝統を守っていくことの重要性

を感じた月でもあった。ただ、一方では今後の少子化、あるいは人口減という影響に対して、

これまでと同じ発想での事業展開では、状況が難しくなるものと思われる。業界として、これ

からの時代は守っていくものと変えていくものを明確にしながら、これでの発想にとらわれな

い取り組みが必要だと考えている。今後とも全油販連の皆さまとは一致団結して業界の発展に

努めていきたい」と来賓挨拶をいただいた。 

懇親パーティは、木村副会長の乾杯の挨拶で和やかに進行し歓談後、太田副会長の油締めで散会し

た。 
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宇田川会長の挨拶 農水省 東野課長の挨拶 

 

杯挨拶 

 

かんぱい挨拶 

日油協 八馬会長の挨拶 

木村副会長の乾杯挨拶 

 

かんぱい挨拶 

太田副会長の油締め 

 

かんぱい挨拶 

（写真提供 油脂特報社） 

 



 

令和２年（２０２０年） はいかなる年か 

「七赤金星・庚（かのえ）・子（ね・ねずみ）・壁上土（へきじょうど）」    

         カネダ株式会社 代表取締役社長 金田康男  

 

カネダ㈱金田社長による恒例の今年の「いかなる年か」をご紹介いたします。 

 

◆本年は「七赤金星」が中宮に入り「七赤金星」の象意が各方面に強い影響を与える年となります。 

⚫ 「七赤金星」は、易の「兌」にあたり、「兌」は「澤」と同じで「澤」は水が集まってできるように物

が潤い、万物が成長することから「七赤金星」は別名「悦びの星」「遊興の星」「金銭・金融の星」と

呼んでいます。 

⚫ 「兌」は「一陰・二陽」であり、「常に不平不満があって満足することが出来ず」、悦びの面と不足の

面、またプラス面とマイナス面の両面が現れる年となります。 

⚫ 「七赤金星」は「金銭・金融の星」であり、この星が「五黄土星」の定位である中宮に在泊するため

良きにつけ悪しきにつけ金銭・金融関連が話題の中心となる年となります。中宮を定位置とする「五

黄土星」は「革命・破壊・壊乱の星」とも言われ、また、「七赤金星」の「兌」の定位に「顕現作用」

のある「九紫火星」が在泊するため今年は「金銭や金融に纏わるスキャンダル」が明るみにでてくる

可能性があります。 

⚫ 経済面で見てみると「七赤金星」が五黄土星の中宮にあるため経済や金融は不安含みの変則的な経済

展開の年となりますが、一方「七赤金星」は「遊興の星」でもあり「娯楽や遊興」に関連するビジネ

スや「兌＝口」と関連する食品業界などが盛んとなると思われます。 

⚫ ただし、「兌＝口」の象意の「七赤金星」が「腐敗・破壊」の象意をもつ「五黄土星」の中宮に位置し、

また、「七赤金星」の定位である「兌宮」が「暗剣殺」となるため食中毒にも注意が必要になります。 

⚫ しかしながら、中小企業の星である「二黒土星」が前厄の「離宮」に入り、且つ今年の「凶神・歳破」

が「離宮」の「午」の方角にあることから中小企業にとっては金銭の出入りの激しい年となり財務を

しっかりとした堅実経営が望まれます。 

⚫ 今年は「五黄土星」が「震宮・東の方角」にあり、この方角が五黄殺となります。従って九紫火星の

位置する「兌宮・西の方角」が「暗剣殺」となり、また、「歳破」が「午・南の方角」に位置すること

からこれらの方角に注意が必要となります。 

⚫ 今年の「恵方」は「庚・西南西の方角」となりますが「暗剣殺」の方角と重なるため恵方の役割を果

たせません。 

⚫ 「風」の象意の「四緑木星」が裏鬼門に入るためインフルエンザなどの流行が懸念され、特に暗剣殺

の西の方角から流行病に注意が必要となります。 

⚫ 「政治・企業の星」である「六白金星」が風の象意をもつ「四緑木星」の定位である「巽宮＝明展宮」

に在泊することから貿易が活発となる可能性があります。また、政治的には良し悪しは別として外交

が活発化することが予想されます。 

⚫ 「九紫火星」が「七赤金星」の定位の「宮」に入り、「兌宮」が今年の暗剣殺となります。「兌」は「口」

の象意があり「口が災いのもと」となることもありますので政治家や経営者、そして家庭においても

言動に注意をしなければなりません。 

⚫ 「九紫火星」が「暗剣殺」に入るため契約書や印鑑などの取り扱いや文章のトラブルにも要注意。 

⚫ 「七赤金星」は「少女」の象意もあるので今年は若い女子社員の意見も取り入れると良い。 

⚫ 納音の「壁上土」は大地の力と繋がっていない土の状態で本来の土の力ではなく壁土でしか用をなさ

ないという意味であり何かと不安定な年となりそうです。 
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本年の社会・経済について 

◆「庚」は「継続と償いと更新」の意・「結実した後に草木が一新する」の意味を持ち、また、「子」は「産

む・万物が生い茂る・蔓延る」・「万物が一旦終わりを告げ新たに始まる」の意味をもつため政治や社会、

経済でも新しい方向性や時代が見えてくる可能性があります。経営的に見ると「引き継ぐべきものは

引き継ぎ、改めねばならないものは勇気をもって改め、新たな一歩を踏み出す」を意味する干支となり

ます。また、争いの象意のある「九紫火星」が西が暗剣殺に在泊するため西の方角で発生する災い、西

の方角からやってくる災いが社会や経済にも影響を及ぼすことがありそうです 

 

⚫ 今年の本卦「澤風大過」から見ると「物事が過剰過ぎて陰陽のバランスが崩れやすくなる」の象意で

「過ぎたるは及ばざるが如し」といい、万事に関して過剰は良くなく、目標の達成には何事にも辛抱

強く、状況が転ずるまで実力を磨きつつ時期を待ち慎重に進めることが肝要。不釣り合いを避け、何

事にも身分相応を心掛けること。このことは政治経済においても同様です。上下が弱く中が強すぎて

バランスを欠いている状態なので強い意志をもちながら中庸を貫くことが求められています。 

 

「七赤金星」年の災害について 

◆「子」は水性の陽であり、七赤金星の「澤」とあいまって「水」が強く影響する年となりそうです。

納音の「壁上土」は大地の力に繋がっていないので壁土としての用しか果たせない盛り土の意味を持

つので堤防の決壊などによる水害が多発する危険性があります。 

◆南の「九紫火星」の定位に「歳破」が在泊するため南で台風が多く発生する可能性があります。 

◆本卦の「澤風大過」も水や風が多過ぎて問題が発生するということから台風に注意の年となります。 

◆風の象意をもつ「四緑木星」が裏鬼門の位置に在泊し、「水」の象意の「一泊水星」が表鬼門に在泊す

るためやはり風水害には要注意となります。 

◆「破壊」の象意をもつ「五黄土星」が「震宮」に在泊するので地震にも注意が必要となります。 

特に「歳破」の位置する南の方角、「五黄殺」の東の方角、「暗剣殺」の西の方角は要注意。 

◆「火」の「九紫火星」が暗剣殺に「破壊」の「五黄土星」が「雷」の象意ももつ「震宮」に在泊する

ため火災と雷災にも注意。特に漏電による火災には気を付けること。 

 

 

生まれ年による運勢 (福運を招くために本年の留意すべき事項) 

※節分（２月３日頃）までに生まれた人は前年の星となる。 

 

◆ 一白水星  大正 7・昭和 2・11・20・29・38・47・56・平成 2・11・20・29 

● 本命星の「一白水星」が東北の艮宮(変展宮)に入り、「表鬼門」「因厄」の年となる。艮宮には「物事

の初めと終わり」の意味があり節目を表しており変化変動の生じやすい不安定な年となる。ただし、

起死回生の年ともなり得る。 

① 艮宮(変展宮)に入り、変化変動の生じやすい不安定な年。何事にも惑わされず、現状維持に努め、冷

静沈着に対処する心構えが大切。 

② 先祖供養・年回法要の大切な年(過去帳を調べよ。年忌該当のご先祖様がいるはず、自分自身で盛大

に法要を営むこと)。但し、建碑、建墓、仏壇の新調は避けること。 

③ 事業面や営業面でも、後日トラブルを起こさないように文書、捺印等の確認を怠らないこと。友人・

知人といえども金銭の貸借は慎むこと。 

④ 対人関係では、仲介、仲裁、訴訟、調停沙汰などの一切の揉め事は極力避け、和に心掛けよ。 

⑤ 家族間、親族縁者間のトラブルが起こりやすい傾向あり、互いにコミュニケーションに努めること。 
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⑥ 異性関係においても、変化変動を生じやすい年です。恋愛中の人にとっては心変わりや、既婚者にと

っては不倫の危険性がある。腐れ縁とならないように。 

⑦ 健康面では、持病の再発、自律神経疾患、胃腸、関節関係疾患、原因不明の病名と病気に注意。また

交通事故、転落事故、火災などによる怪我、打撲傷などにも注意すること。 

⑧ 今年の疾病は、先祖(水子も含む)の因縁を受けているので、年中行事の仏事には率先協力し、彼岸・

盆・命日など忘れぬよう、節分には厄除け、除災、身体健全等の祈願及び断ち物をすること。 

 

 

◆ 二黒土星  大正 6・昭和元・10・19・28・37・46・55・平成元・10・19・28 

● 本命星の「二黒土星」が南の離宮(陽展宮)に入り陰陽両方が作用する「前厄」の年となり吉凶が半ば

し、隠し事や善悪が表面化する年。真面目に努力を重ねた人には良い結果が表面化して花咲く年とな

る。ただし、問題が発生した時には迅速に解決することが望まれる年だが、焦りや行き過ぎには要注

意。 

① 前厄になるため諸事慎重かつ敏速に対処すること(先手必勝のチャンスを逃がすな)。焦りや行き過ぎ

は禁物。今年は後半も良い運点だが、来年は本命星が坎宮に入るため後半(8 月 24 日以降)は衰運に

向かうことを自覚せよ。 

② 『顕現作用』の象意あり、書類や印鑑の取り扱いは慎重に。特に保証事は避けるほうが賢明です。約

束や契約事などは、後日トラブルを起こさないように正式な書類にしておくことが肝要です。 

③ 『離合集散』の象意あり、親しい人との離別、新しい人との出会い、人事の入れ替わりなどの転勤、

退職などが起こりやすい。特に目的のない退職は、身の破滅を招くことになるので慎重に。 

④ 火難発生の恐れあり、火の取り扱いに注意すること(電気・ガス等の確認を施行する)。旅先では、非

常口の確認を忘れずに、また盗難にも要注意。 

⑤ 事業面や営業面では、表面上好調に見えても内容に乏しく安定性にも欠けるので、無駄な出費を抑え

収支のバランスに気を配り堅実経営に努めること。外交面では海外旅行、内外の展示会等で見聞を広

げるには好期。吉月、吉日、吉方位を求めて実施すること。 

⑥ 健康面では、焦りや苛立ちからの精神的動揺、ストレス等が起因となり不眠症やノイローゼなど心因

性の病気にかかりやすいので要注意、また交通事故や転落事故にも注意せよ。 

⑦ 厄除け、願掛けの断ち物、又節分には家内安全、年中安泰、除災得幸などの祈願をするのも開運への

一方策です。 

 

 

◆ 三碧木星  大正 5・14・昭和 9・18・27・36・45・54・63・平成 9・18・27 

● 本命星の「三碧木星」が北の坎宮(耐展宮)に入り、9 年周期で 10 年に一度巡ってくる運気最低の年

に加えて「本厄」の年となり忍耐の年でもある 

① 運気最低な『本厄』の年を自覚し、『石橋を叩いて渡る』慎重さが必要です。将来のためのエネルギ

ーの蓄積を心掛けること。外交面より内面の充実に努めること。 

② 交友関係、遊興関係での浪費傾向あり、収支のバランスに心掛けよ。金銭の貸借や保証事は極力避け

ること、また孤立に陥りやすい傾向もある(人との和を心掛け、待つ事の出来る人になれ)。 

③ 異性問題が生じやすく、深刻化する傾向があります。今年関係をもった異性は、5年間の悪縁となっ

て悩む恐れあり、冷静に理性をもって対処すること。 

④ 色情の因縁から中絶、流産、死産など、水子の悪い因縁を背負い込む恐れがあります(墓参、水子供

養を大切に)。 

⑤ 病難、色難、水難、盗難、交通事故等の突発事故に注意し、精神面の落ち着き、安定を得るため信仰

を持ったり、稽古事に力を入れたり、家庭生活を第一に考え、コミュニケーションに努めること。 
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⑥ 健康面では『病魔潜入』の暗示あり、日頃から健康管理の大切な年。体調も崩れやすく、古病、持病

の再発や慢性化に注意すること。長引く恐れあり、早期発見、早期治療が望まれます。 

⑦ 『本厄』の年につき、厄除けの断ち物などを行い、節分には年中安泰、除災、厄除、身体健全等の祈

願を受けるのも開運の道です。 

 

 

◆ 四緑木星  大正 4・昭和 8・17・26・35・44・53・62・平成 8・17・26 

● 本命星の「四緑木星」が西南の坤宮(戒展宮)に入り、裏鬼門の「後厄」の年となるため年の前半は前

年の停滞運気の影響を受けて苦しく、年後半(8月 24日以降)から徐々に好転し、上昇気流となる。 

① 『後厄』を自覚し、前年の低命運からの脱却を図るため、忍耐力、継続力を持って地道かつ、慎重に

現状維持を基本として、準備計画をすること(後半：8月 24日以降は上昇気流)。 

② 『二黒同会』により『働く(はたらく)』を『傍(はた)楽(らく)』と考え、奉仕の精神で努力すること。 

③ 事業面では、目上、先輩、有識者の良きアドバイスを仰ぎ、永年勤続者の表彰等の実施も開運への道

です。「待つこと」「耐え忍ぶこと」「従うこと」「一歩一歩地道に努力すること」が未来への可能性と

なります。発展と信頼の基盤を築くための準備計画の期間の年とせよ。 

④ 契約事や約束事は、後日トラブルを起こさないように慎重に(保証事、仲介事、捺印等要注意)。 

⑤ 親族との別れや親戚関係のトラブルが起こりやすい。年回法要、墓参等を大切に。長期疾病は祖先の

因縁によるものと心せよ。 

⑥ 『後厄』の年につき、厄災除けの断ち物や節分の年中安泰祈願、恵方詣り、墓参等をするのも開運へ

の１つの方法です。 

⑦ 健康面ではあまり良好とはいえない。本命月(8月)の本命の日(11日、20日、29日、9月 7日)に健

康診断を受け、早期発見、早期治療を心掛けること。 

 

 

◆ 五黄土星  大正 3・12・昭和 7・16・25・34・43・52・61・平成 7・16・25 

● 本命星の「五黄土星」が震宮(躍展宮)に入り、運勢も陽に転じ、希望、発展、顕現などの象意により、

活気に満ちた年となる。四年間の低迷期を脱して盛運の段階に入る。「震」は「顕れる、伸びる」の象

意をもっている。 

① 過去 4年間の衰運気を脱し、積極的に行動できる開運の年です。但し舌禍に注意し人とのコミュニケ

ーションを大切にし、諸事冷静に対処することです。 

② 何事においても、即決即行が決め手であるが、準備不足や勇み足及び目先の欲や利潤のみの追求は、

墓穴を掘る結果となる。自制心を大切に(足るを知る心)。 

③ 人間関係の拡大に伴い、行き過ぎや短気、舌禍に注意し、周囲との調和と協調を心掛け、甘言に乗ら

ないこと。また収支バランスの崩壊などの危険性もあります。 

④ 結婚を前提とした異性に巡り合う絶好のチャンスの年、真面目で心の通った交際を心掛けること。 

⑤ 新規事業などは、以前から準備計画していた事柄なら良好です。但し方位や相生・相剋(共同事業な

どの場合)を、無視しないこと。 

⑥ 今年は、火難、雷難の危険年です。電気やガス等の点検、管理に心掛けること。 

また焚火やタバコなどの火の後始末を確実にすること。 

⑦ 健康面においては、さほど心配ないと思われますが、暴飲暴食を避け、「新陳代謝」を意味するとこ

ろから、古病、持病の再発、悪性の腫れ物などに注意すること。早期発見、早期治療が必要。 
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◆ 六白金星  大正 2・11・昭和 6・15・24・33・42・51・60・平成 6・15・24 

● 本命星の「六白金星」が東南の巽宮(明展宮)に入り完成の喜びを味わう運気好調な盛運年となる。今

までの地道な努力と苦労が実り事業や人間関係で相当の発展と進歩がみられて活躍できる年。 

① 運気好調な盛運年。「信用、遠方、交流、調整、整う、喜び」等の象意を持つ福運年。 

  但し『歳破』の年回りなので、期待はずれ、約束破りの事象がありますから慎重に対処すること。 

② 信用第一に心掛け、遠方の取引にツキが発揮されます。自信をもって行動せよ。旅行においては、自

分が世話役にまわれば信用はつくが実利なし。特に派手さから予算や経費の超過が心配されます。 

③ 営業面での特徴として全ての事柄が長引く傾向あり。適格な情報を元に、即決即行で慎重に対処せよ。

利潤追及のみに走り過ぎないように、奉仕の精神を忘れないよう心掛けること(世話役に好機)。 

④ 対人運では、世話事や相談事も増える傾向がある。『歳破』の影響に注意して、空約束や曖昧な態度

は慎み、誠意を尽くし見返りを考えない奉仕の精神こそ大切。 

⑤ 適齢期の男女にとっては、縁談や結婚の整いやすい年。吉方からの縁を大切に、長引く傾向があるが

焦らず慎重に取り組むこと。 

⑥ 公私共に多用となり、人間関係にヒビが入りかねません。仕事と家庭と朋友との板挟みでバランスを

崩さないよう、コミュニケーションを大切にすること。 

⑦ 健康面では、季節の変わり目や疲労の蓄積、暴飲暴食に注意し、充分休養を取ること。 

  祖先の墓参(ご命日詣り)を心掛け、水子に因縁のある方は、供養を大切に。 

 

 

◆ 七赤金星  大正 10・昭和 5・14・23・32・41・50・59・平成 5・14・23 

● 本年は本命星である「七赤金星」が中央の観心宮(自尊宮)に入り「命厄」の年として 10 年に一度の

総決算の年となり、今までの生活や行動の結果が評価される年となる。 

① 俗に言う『八方塞がり』の年、過去 9年間の総決算の年で、反省の年と心得よ。 

  また 9年周期で 10年先までの人生設計、生活設計を立て直すのに良い年。 

② 中宮(観心宮)に入り、静観して動かず現状維持に努めよ。運勢上の浮き沈みの変化変動の大きい波乱

含みの年で、諸事結論を求められる年になります。心して対処せよ。 

③ 先祖供養の大切な年。他人まかせにせず、自ら上品(ジョウボン)の孝養に心掛けること(今年は特に

先祖供養とお盆及び彼岸等の供養を大切に)。 

④ 事業面や営業面では、五黄土星の悪影響(五黄同会)を受け、好不調の落差が大きく的確な判断力が必

要。また新規の事業や計画の実施は、慎重さが必要。 

⑤ 3月と 12月の「七赤金星」の日(3/7、3/16、3/25、4/3、12/13、12/22)は、9年に一度の大切な盛運

日として活用すること(開店、改名、襲名には吉)また健康診断にも最適な日。 

⑥ 健康面は、体調の変化を生じやすい傾向がある。持病、古病の再発、また病気治療中の人は、悪化し

やすい傾向があり、過労からの疾病に要注意(自宅療養より、短期吉方位の診療)。また交通事故、突

発事故等にも注意。 

⑦ 『命厄』の年につき、節分には厄除けの断ち物などを行い、自身を歓苦型人間に磨き上げること。 

 

 

◆ 八白土星  大正 9・昭和 4・13・22・31・40・49・58・平成 4・13・22・31 

● 本命星の「八白土星」が西北の乾宮(伸展宮)に入り活動の年となり、積極的に取り組むことで才能、

手腕、力量が十二分に発揮され、また、乾宮は「収納」の象意もあるので成果があがるチャンスの年

となる。自信と勇気に溢れ、充実した気分になりますが、自信過剰になり独断専行や高飛車な態度や

舌禍を戒めないと協力者を失うことがあり、折角の運気を失う結果が生じるので要注意。 
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① 運気充実して、強運の年。力量を発揮し積極的に行動できる年ですが、奉仕の精神で諸事焦らず、慎

重に対応するように心掛けること。 

② 独断専行を慎み、人間関係の和に努め、先輩や有識者の意見、助言、忠告に耳を傾け、 

又部下の意見も受け入れる心の広さと余裕を持つこと。 

③ 公私共に多用(その割には実利なし)となり、人間関係にヒビが入りかねません。仕事や家庭でのコミ

ュニケーションを大切にすること。 

④ 経済面は、投資や大口取引には現状を見極めて、計画的に進めること、予算超過とならぬ様、収支の

バランスに注意すること。 

⑤ 稽古事や趣味を活用して、新知識を求めるのに好機です。老後の為に学ぶ姿勢を大切にし、生涯学習

の趣味を求める心掛けを持つこと。 

⑥ 今年は特に仏壇、仏具、墓地の手入れ、新調には最良年。また仏壇の修理、リサイクルするにも良好

な年です。仏事法要、墓参など大切にすること。 

⑦ 健康面では、心身の疲れや神経の乱れる傾向があり、睡眠と休養を取れるように心掛けること。又、

交通事故、転落事故、突発事故等にも注意。 

 

 

◆ 九紫火星  大正 8・昭和 3・12・21・30・39・48・57・平成 3・12・21・30 

● 本命星の「九紫火星」が酉の兌宮(福展宮)に入り、「収穫」の吉の面と「日没」の凶の面とが複雑に交

錯する年となるため、諸事慎重かつ迅速に対処し、また、自らは現状維持を心掛けること。 

① 喜びと不安の両面を兼ね備えた年で、運気も後半より衰運に向かうので舌渦に注意し、慎重かつ迅速

に対処すること。 

② 新規事業や計画の実施は延期し、現状維持に心掛け、堅実経営に専念すること。但し、以前から計画

していた場合は年の前半までは実施可能。 

③ 金運には恵まれるが、出費オーバーの傾向あり、収支のバランスに心掛け、事業面や営業面では緊縮

財政で堅実経営に努めること。 

④ 人間関係も拡大傾向にあり、異性との出会いも多い年。但し、トラブルも発生しやすいので他人まか

せにせず、冷静に対処すること。独身者は、結婚の好機、出会いを大切に。 

⑤ 趣味、稽古事など、自己研鑚に励むこと、学びの姿勢を豊かに。 

⑥ 新築、増改築、開店、開業、建碑、建墓、移転、旅行等は、8月 23日頃までの前半に実施すること。 

⑦ 健康面では、不摂生から体調を崩しやすく、心身の疲労、暴飲暴食を慎み、健康管理と休養に心掛け

ること。交通事故、刃物による怪我、災難、女性は異性関係や痴漢、ストーカーに注意。 

 

＊「易は 当たるも八卦・当たらぬも八卦」とご承知ください。 

 

参考文献         運研       井上慶亮氏 

易経講和     公田連太郎氏 

干支の活学    安岡正篤氏 

易学入門     安岡正篤氏 

マーフィの易占い ジョセフ・マーフィ氏 

陰陽道      長原芳郎氏 

高島易断所    高島呑象氏 

       日本の自然災害  国会資料編纂会 
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   ≪ 賛助会員からひとこと ≫  

 

各メーカー様に順次ご寄稿を頂き、シリーズとして掲載しています。 

今回は日清オイリオグループ㈱様にご寄稿いただきました。 

                                 

 

 

～オイルのチカラで厨房課題のソリューションを強化～ 

 

日清オイリオグループ株式会社 

常務執行役員 

食品事業本部副本部長 岡 雅彦 

 

〇はじめに 

昨年 5 月に平成から令和に改元が実施され、新しい時代の幕開けとなりました。個人

消費については、消費増税による長期的な低迷の懸念は薄まっているとの見方もありま

すが、前回の税率 3%上昇に対し今回は 2%の上昇で、しかも軽減税率の導入やキャッシ

ュレスポイント還元の効果も考えると、ある意味当然のことかもしれません。しかしなが

ら、スーパーや外食など消費の現場の実態としては、やや様子が違っているのではないか

と感じます。今年は東京オリンピック・パラリンピックが開催され、個人消費やインバウ

ンド需要が一時的に増加することが期待されますが、その後の反動も懸念され、市場の動

向をしっかり見極めていく必要があると考えています。 

 

〇中食・外食市場の動向 

日本フードサービス協会によりますと、昨年の外食需要は、7月の長雨や 10月の台風 19

号による被害、消費増税の影響により前年を下回る月があったものの、外食全体の売上は

102%と５年連続で前年を上回る結果となりました。「ファーストフード」はデリバリーや

テイクアウトが増加、「ファミリーレストラン」は、客単価の上昇とあいまって売上はほ

ぼ前年並み、「パブレストラン／居酒屋」は店舗減少と客単価低下により引き続き前年を

下回る結果となっており、業態による違いが表れています。 

中食業態は、梅雨明けが遅かったことや、台風による天候不順等の影響があったもの

の、CVS ではカウンター商材、冷凍食品、調理麺、おにぎり、デザート等が好調に推移

したことに加え、10 月から開始されたキャッシュレス還元の効果が売上増につながって

います。一方、GMSや SMでは消費増税前後の需要により波動はあるものの、概ね好調

に推移しています。 
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＜外食業界の推移＞ 

 

 

〇製油業界を取り巻く環境変化 

昨年は搾油環境が想定よりも良好に推移しましたが、今年は状況が一変して参ります。 

中国のアフリカ豚コレラの拡大による飼料需要の低迷や、それに伴う搾油量の減少を背

景とする中国の輸入オイル需要の増加により、世界的にオイルバリューが上がっており、

油のコスト環境は大幅に厳しくなって参ります。また、新型肺炎による影響も懸念される

ところです。このような油のコスト環境に加え、トラックドライバーの慢性的な人手不足

や燃料価格の高騰など物流事情も益々厳しさを増すことが予想され、更に廃プラスチッ

クの問題や食品廃棄ロスへの対応など、業界全体で乗り越えなければならない課題は山

積している状況といえます。 

 

〇「生活科学研究」の歩み 

そうした環境の中、当社は食生活を中心とした社会全般について調査研究を行う「生活科

学研究課」を設置しておりますが、1994年 3月に生活科学研究チームとして発足して今

年度で 25 年という節目を迎えることができました。研究活動の一部として、25 年間の

生活者の食用油と惣菜に対する意識変化について簡単にご紹介します。 

 

今後もこうした活動を通して、「生活者が考える価値と、当社が提供する価値の間に生じ

るギャップ」を客観的に検証することで、より消費者のニーズに合ったモノづくり、ある 

いはサービスを提供する事業者に対するソリューションに繋げていきたいと考えています。 
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〇厨房課題のソリューション強化 

外食、中食業界に目を向けますと、市場を取り巻く環境が厳しくなるなか、ユーザーのニ

ーズはますます多様化、高度化しています。人手不足や競合のボーダレス化といった環境

の中で、①調理工程の簡便化 ②調理水準（料理品質）の安定化・向上 ③コスト抑制と

いった、大きく３つの課題を抱えていると認識していますが、油ならではの価値、機能の

活用によって課題解決できることは、まだまだあると考えています。 

具体的には、揚げもの調理はもちろん、炊く、炒める、焼く、蒸すなどの様々な調理に

おいて、より作業性をよくしたり、出来立ての美味しさ、食感を維持したり、調理品の香

り立ちを高めたりといったことになりますが、こうしたことを実際の調理現場で具現化

できる提案を今後更に強化していきたいと考えます。 

 

＜様々な調理工程において求められる機能＞ 

 
 

 

〇結び 

「お客様にとっての食用油の価値とは？」 

私たち日清オイリオグループは永年にわたり、このテーマに向き合って参りました。 

そして今、時代の流れと共に食生活や調理形態が変化し、キッチンや食卓、厨房などで食用

油に求められる価値や機能は、ますます多様化し、重要なものとなっています。 

植物のチカラをベースに、食用油の更なる可能性を追求し続けながら、新たな市場創出を 

目指して参りたいと考えています。 

以上 
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記  者  の  視  点 

 

毎回、業界紙誌の皆様からのいろいろな視点でご寄稿いただいております。 

今回は『揚げ物に優位性がある咀嚼音ついて』食料産業新聞社 大豆油糧日報部 

橋本部長からご寄稿いただきました。 

                                            

 

揚げ物に優位性がある咀嚼音 

 

食品産業新聞社  

大豆油糧日報部  

部 長  橋 本 祐 生 

 

 食品で最も重要なのは味であることは論を待たないだろう。おいしくなければ支持さ

れない。たとえ、どんなにオシャレで話題になっている店であっても、実際に提供され

る食事がおいしくなければ、その店には二度と行かないはずだ。 

次に見た目や香りも重要な要素で、実際の味以上に満足感を高めるというケースもあ

りうる。昨年秋に放映された木村拓哉さん主演のＴＶドラマ「グランメゾン東京」は、

フレンチレストランを舞台にしていたが、ミシュランの星を獲得したという設定の一流

店のコース料理には、豪華絢爛な見た目の華やかさ、多種多様な食材を用いた彩りの妙

など、視覚的な驚きに満ち満ちていた。食べてみたいと何回思ったことか。 

また、香りが食欲を喚起するというのも、得心する人も多いのではないだろうか。お

いしそうな香りに誘われて店に吸い込まれたという経験は珍しくないだろう。ウナギが

焼かれる芳ばしい香りだけで、ご飯３杯いけるといった類の話を聞いたりもする。 

前置きが長くなったが、先日、日清オイリオグループは「2020春のプレゼンテーショ

ン」を開催し、主要取引先の量販店や卸のバイヤーに向けた家庭用や業務用の提案を行

った。その中で、2020 年食のトレンド予測として、「五感アピール食」を挙げていた。 

これまでの見た目（視覚）、香り（嗅覚）、味（味覚）だけでなく、音（聴覚）や食感

（触覚）も含めた五感に訴える演出や、訴求表現が外食・中食でも注目されていること

を紹介していた。聞くとちょっと心地よく感じられる音を意味する「ＡＳＭＲ」が、咀

嚼音の動画サイトなどで、その人気に火がついたという。 

同社は食用油のメーカーとして、各年齢層の中で 20 代が最も利用していないという

揚げ物と、若者の間で人気のＡＳＭＲを組み合わせたこれまでにない斬新な発想で、若

者を取り込む売場づくりを提案した。人間の五感による情報取得の割合は、主に視覚と

聴覚から興味・関心を抱くことを、データで示していたので説得力もあった。 
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噛んだ時のサクッという音や、油で揚げるジューッといった音など、言われてみれば

確かに揚げ物というのは魅惑的な音を発する。ほかの食べ物に比べて優位性があるとい

える。思い返してみると、確かに揚げ物の咀嚼音は心地良い。 

そのサクッという食感を実現するためには、吸油が少ないことが条件となるようだ。

油分が残らずカラッと揚がることで、衣のサクサク感につながるのだという。いい音を

出せるというのはもちろんだが、この揚げ方は同時においしい揚げ物の条件でもある。 

現在は、インスタグラムやツイッターなどＳＮＳ全盛の時代だが、お店でメニューが

運ばれてくると、食べる前にスマホでパシャリと撮影するのは日常的な光景となった。 

「映える料理」が、いかに人々の関心が高いかを如実に物語っている。 

そういった見た目全盛の中、ここにきて咀嚼音が注目され始めた。しかも、音という

のは再現性の高さに特徴がある。香りは香料などを組み合わせることで再現することも

できなくはないだろうが、通常は食べ物の現物の用意が必要で、それを維持しつつ、処

分することまでを考えると労力は大きい。一方、音の場合は録音しておけば、いつでも

手軽にリピートさせることが可能だ。スーパーの総菜売場などで、サクサクッという咀

嚼音を流せば、ちょっと揚げ物でも購入してみようという気になりそうである。少なく

とも私自身はまんまと乗せられてしまう自信がある。 

ASMRというのは、これまでなかった新しい概念だが、それとともに、揚げ物の提案

の幅が広がることを示した。油の持つ奥深さが可能にしたともいえるだろうが、このよ

うな、まだ誰も発掘できていない提案方法について知恵を絞ることが、業界の発展には

欠かせないと改めて感じた。 
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～～～ 油脂関係団体トピックス ～～～ 

 

 

●１１月８日(金) 第２７回「植物油栄養懇話会」が開催された 

＜一般社団法人日本植物油協会＞ 

第２７回植物油栄養懇話会は、来年度にも改訂される「日本人の食事摂取基準 

（２０２０年版）での改正のポイントを中心に、植物栄養とともに低栄養、ビタミンＤ 

 等についての研究について分かり易く発表がありました。 

・講演１ 「脂質代謝の理解と食事療法の考え方」 

          神戸学院大学 栄養学部 臨床栄養学部門      藤岡由夫先生 

・講演２ 「日本人の食事摂取基準（２０２０年版）脂溶性ビタミンについて」 

          大阪府立大学 総合リハビリビテーション学研究科 桒原晶子先生 

・講演３ 「アスリートの低エネルギー予防と栄養・油脂摂取」 

          早稲田 大学スポーツ科学学術院         田口素子先生 

 

 

 

 

 ●１１月１１日（月) 第４３回日加菜種協議が開催された 

＜油糧輸出入協議会・一般社団法人日本植物油協会＞ 

  ［議題］ 

１）２０１９／２０２０年度におけるカナダ産菜種の需要展望 

Mr. Jarrett Beatty, Parrish & Heimbeckerl 

２）２０１９年度菜種生産農家の最新情報 

Mr. Bernie McClean , Canadian Canola Growers Association 

３）日本におけるキャノーラを巡る現状と動向 

日本植物油協会事務局長   菱山正孝 

４）２０１９年日本に輸入されたカナダ産菜種の品質 

日本植物油協会技術部会長  今井貴士 

５）２０１９年収穫の西部カナダ産菜種の品質 

Ms. Veronique Barthet , Canadian Grain Commission  

６）カナダ菜種協会および中国との菜種貿易に関する最新情報 

Mr. Jim Everson , Canola Council of Canada 
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●１１月１８日(月) ２０１９年アメリカ大豆バイヤーズ・アウトルック・コンフ 

ァレンスが開催された。 

＜アメリカ大豆輸出協会＞ 

 ［議題］（油・飼料業界向け） 

１）米国新穀大豆の最新情報 

アメリカ大豆協会 会長 デヴィー・スティーブンス 

  ２）世界の大豆需給と展望 

コンシリアグラ専務理事 エミリー・フレンチ 

３）中国大豆・大豆ミ－ル事情 

ＵＳＳＥＣ 中国代表 

４）米国大豆から見た国連の持続可能な開発目標 

ＪＧコンサルティング ジェニファー・ギャレツト博士 

   ５）２０１９年産の米国大豆の品質報告 

      ＵＳＳＥＣ北アジア代表 ロズ・リーク 

 

 

         

 

－１６－ 



各 地 区 の 活 動 状 況   

＜令和元年８月～令和２年１月＞ 
                                          

（写真提供 油脂特報社） 

 

８月１日(木)   愛知県油脂卸協同組合は令和元年８月度定例役員会を開催。令和元年度

工場見学会会場の選定等について審議した。 

 

８月６日(火)    東京油問屋市場では定例役員会を開催。各委員会の令和元年度活動計画        

の策定及び行事の確定を行った。 

 

８月２７日(火)   全油販連企画委員会は『第４回油脂未来セミナー～油の花から実へ～』

を東京に続き関西油脂連合会と愛知県油脂卸協同組合の合同で愛知で開

催し、「健康オイル」をテーマにエゴマ油・アマニ油・ココナッツオイル・

ＭＣＴオイルの特徴・機能・効能等について勉強会を行なった。関西、愛知

各社の若手・中堅の従業員を中心とした３５名が受講した。 

  

９月１１日(水)   全油販連役員会を油商会館にて開催し、第６６回総会議案の審議と講演・        

講話等について協議した。 

 

９月１８日(水)  愛知県油脂卸協同組合は令和元年９月度定例役員会を開催。令和元年度

永年勤続優良従業員候補者の審議、工場見学会会場の選定、経営講演会

の講師選定等について協議した。 

 

１０月１９日(土)、２０日(日) 

         関西油脂連合会は伊勢神宮参拝とゴルフ＆観光の懇親旅行会を開催し、         

会員、賛助会員が多数参加した。 

 

１０月２９日(火) 全油販連企画委員会は『第５回油脂未来セミナー～油の花から実へ～』        

を関西・愛知・東京の合同で東京の㈱Ｊ-オイルミルズの施設「おいしさ

デザイン工房」で開催した。油の調理から学ぶ油の価値について勉強会

を行ない、全国各地から４６名が参加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 館野実行委員長の挨拶 
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１０月３０日(水) 全国油脂販売業者連合会は、第６６回定時総会を東京中央区のロイヤル

パークホテルにて開催した。（詳細は記事別掲） 

 

１１月５日(火)  東京油問屋市場は定例役員会を開催。今後の行事および大納会、初立会、

起業祭について協議した。 

 

１１月８日(金)  一般社団法人日本植物油協会主催の『第２７回植物栄養懇話会』が東京         

千代田区の如水会館にて開催され、会員多数が受講した。 

 

１１月１１日(月) 『第４３回日加菜種協議』が如水会館で開催され、オブザーバーとして

金田副会長、館野副会長、岡本専務理事が出席した。 

 

１１月１３日(水) 東京油問屋市場では『情報委員会主催懇親ゴルフ会』を千葉県野田市の

千葉カントリークラブ梅郷コ－スにて開催。製販関係者多数の参加で盛

会となった。 

 

１１月１８日(月) 愛知県油脂卸協同組合は森永乳業㈱中京工場にて『令和元年度工場見学

会』を開催した。組合員・賛助会員約２６名が参加し、乳製品製造工程、

工場の産業廃棄物０等への取組み（環境負荷対策）について説明を受け、

試食会や試飲会も行ない大変有意義な見学会となった。 

  

１１月１８日(月) アメリカ大豆輸出協会主催の『２０１９アメリカ大豆バイヤーズ・アウト         

ルック・カンファレンス』が東京千代田区のＪＰタワーホール＆カンファ

レンスにて開催され、全油販連会員多数が出席した。 

 

１１月２１日(木)  愛知油脂卸協同組合は離宮八幡宮を参拝した。 

   

１２月３日(火)、４日(水)、５日(木)、１９日(木)   

全油販連 宇田川会長、金田副会長ならびに東京油問屋市場 館野理事長、

島田副理事長は農林水産省、一般社団法人日本植物油協会、および製油

メーカー大手３社に年末の挨拶回りを行なった。 

 

１２月６日(金)  愛知県油脂卸協同組合では令和元年１２月度定例役員会を開催。令和２

年度新年会の進行予定、出席予定者の報告を事務局より行ない了承を得

た。また、令和元年度メーカーと役員との懇談会が開催され約２４名の

出席で盛況のうちに懇親を深めた。 

 

１２月１７日(火)  東京油問屋市場は東京シティエアターミナル１ＦT-CAT ホールにて『令

和元年大納会』を来賓、賛助会員、営業人等多数の参加を得て開催した。 
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１月７日(火)  『第６０回油脂業界新年交礼会』(油脂６団体共催)がロイヤルパークホ        

テルにて盛大に開催された。当日はメーカー、問屋、商社、農林水産省を

はじめとする関係官庁、関連団体から多数が参集。一般社団法人日本植

物油協会 八馬史尚会長の挨拶、油糧輸出入協議会 吉里格理事長、農林

水産省食料産業局 塩川白良局長の年頭祝辞後、日本マーガリン工業会 

小林明治会長による乾杯発声で賀詞交換が行なわれた。恒例により、金

田副会長をはじめとする全油販連一同による音頭で油締めを行った。 

 

１月８日(水)   関西地区の『２０２０年油脂関連業者賀礼会』がホテル日航大阪で開催

された。関西地区の賀礼会は昨年までは飼料・油糧業界合同で開催され

ていたが、今年から油脂業者賀礼会実行委員会が主催し新たな形で開催

された。メーカー、商社、問屋、関連団体など２００名近くが参集し今年

１年の飛躍を誓い合った。一般社団法人日本植物油協会を代表し、会長

会社である㈱Ｊ-オイルミルズ 内海淳執行役員大阪支社長が年頭挨拶、

関西油脂連合会の木村顕治会長の乾杯で和やかな懇親となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月９日(木)   東京油問屋市場は『令和２年初立会』をロイヤルパークホテルにて、来        

賓、賛助会員、営業人など約９０名の参加を得て開催した。館野理事長

の挨拶に続き、伝統行事である「立会い」を行なった。今年は東京オリン

ピック・パラリンピックの開催年であるため、前回の東京オリンピック

当時の「立会い」を再現する形で行なわれた。懇親会では農林水産省食

料産業局食品製造課 東野昭浩課長、一般社団法人日本植物油協会 八馬

尚史会長より年頭祝辞をいただき盛会となった。 

 

金田情報委員長の挨拶 館野理事長の挨拶 

 

㈱Ｊ－オイルミルズ 

善当取締役専務執行役員の挨拶 

 

島田副理事長の油締め 

㈱Ｊ－オイルミルズ 

内海執行役員大阪支社長の年頭挨拶 

 

関西油脂連合会 木村会長の乾杯 

 

－１９－ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月１７日(金)  愛知県油脂卸協同組合はザ グランクレールにて来賓、賛助会員、組合員

など多数の参加を得て『令和２年新年会』を開催した。一般社団法人日

本植物油協会会長会社を代表して㈱Ｊ-オイルミルズ 芦田健執行役員名

古屋支社長より年頭祝辞、日清オイリオグループ㈱中部支店 長岡宏支

店長の乾杯で和やかな懇親の場に移った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月１９日(日)  関西油脂連合会は、会員、賛助会員約４０名の参加で油祖離宮八幡宮に

恒例の初詣を行ない、今年一年の商売繁盛と業界の発展を祈念した。 

 

１月２０日(月)  東京油問屋市場は、新春吉例の佃島住吉神社に初詣を行ない油脂製販関

係者５０名が参拝した。その後浅草にて製販懇談・懇親会を開催し、㈱

Ｊ-オイルミルズ東京支社業務用販売部 佐藤将史第２グル－プ長に「最

近の油脂事情」、金田雅律情報委員長の「油脂販売をめぐる状況」につい

て講話をいただき、２０名の参加で製販の和やかな懇親の場となった。 

 

 

 

 

館野理事長の挨拶 金田情報委員長による立会い 農水省 東野課長の年頭祝辞 

全油販連 宇田川会長の乾杯 島田副理事長の油締め 日油協 八馬会長の年頭祝辞 

全油販連 宇田川会長の年頭祝辞 太田理事長の挨拶 ㈱J-オイルミルズ 

芦田執行役員名古屋支社長の年頭祝辞 
佐橋副理事長の油締め 

－２０－ 



 全油販連いっぷくコーナー    
  

ガラパゴス 
 

久しぶりに風邪を引いた。マスクと咳とで、通勤は地獄である。針の莚さながらである。

しかし、流行の最中で、落ちどころも不明なので、今回は、携帯の話である。 

いまでもガラケーと言われ、犯罪仕様？といわれるプリペイド式で、過日残金を調べよ

うとしたら、カード販売は本年 6 月まで、サービスは来年末に終了とのアナウンスが流れ

てきた。20 年弱使い続けてきたプリペイドももうすぐ最期である。 

使用機種は au で、1 万円カードの有効期間は 365 日なので、基本機能（電話、ｼｮｰﾄﾒｰﾙ、

目覚まし、ﾏﾅｰﾓｰﾄﾞ、写真）のみであれば一年間問題はなかった。またショートメールは au

間のみから、au 以外からも受信できるようになったが送信は不可である。そこで妻子は今

でも au と協力的であるが当然スマホである。孫は私のガラケーを開いて、画面にタッチし

たり、サーッと指を動かしても全く反応しないので、すぐに飽きてしまった。スマホ知ら

ずとしては、家族会議が必須になった。 

なぜガラケーか。安いのは別として、スマホでないメリットは、呑兵衛からの誘惑メー

ルどころか、芸能界花盛りの浮気メールも届かず、ご赦免になりやすいというところか。

一番は、ショートメールの 50 字制限である。不要文字の削除や漢文調に変えたりと、呆け

防止に役立つこと必須である。第二に、画面の変化が緩く目に優しいことである。三番目

は充電が週一で済むことである。スマホは毎日充電するというのを聞き昨年驚愕した。 

「スマホブス」「スマホバカ」と路上や車中で喉まで出かかるときがある。画面に集中し

過ぎて視野狭窄になり周りが見えなくなるようだ。一人の時間ができると、信号待ちでも

車中でも即スマホである。青になっても、ドアが開いても、自らのテンポの遅れが迷惑を

かけるとは思わないのだろう。ドアが閉まる直前の駆け出し降車は、昔酔っ払い、今スマ

ホである。加えてオリンピックに向けて至る所で改装工事が進んでいる中、車中皆スマホ

的な異様な状況を世界に見せる？と懸念するのはガラケーだけだろうか。 

食事中のスマホも嫌いである。食べる前の写真は我慢できるにしても、スマホりながら

（ガラパゴス語である）食べるのはいかにも不味そうで、こちらまで食欲が失せる。金を

払えば自分の勝手とはならないだろう。ましてや友達といても皆スマホとは厭きれる限り

であり、見ないまでもテーブルにスマホを置いて男と食事する女は論外である。 

などといいつつも、今でも都内を散策する時に地図帳を持ち歩くガラパゴス人としては、

妻子間で孫も入っての動画での会話は、一度してもいいなと思っているのも事実である。 

使う以上は、スマートに行きたい。 

                        

麻賀倫太郎 

－２１－ 



編集後記 

 

令和２年第１号の「全油販連ＮＥＷＳ」をお届けします。 

✩一人ひとりができる新型コロナウイルス感染症対策は？ 

  ・手洗い 外出先からの帰宅時、調理の前後、食事前などこまめに 

  ・普段の健康管理 十分な睡眠とバランスの良い食事で免疫力アップ 

  ・マスク 屋内や乗り物等換気が不十分な場所では感染予報策となる 

＜日本植物油協会から製油業界に関連する令和元年１０大ニュ－スが発表された＞ 

令和元年製油業界１０大ニュ－ス 

  １位 先行きの見えない米中貿易交渉の継続による国際市況への影響。 

  ２位 台風１９号をはじめとする、豪雨など大規模な自然災害の多発。 

  ３位 業界企業による業務提携に向けた検討開始。 

  ４位 こめ油、あまに油、ごま油、えごま油、オリ－ブ油等多様な油の需要が引き続き 

     好調。 

  ５位 中国をはじめとするアフリカ豚コレラの拡大とその影響。 

  ６位 日米物品貿易協定の合意に伴う関税制度の見直し。 

  ７位 ＳＤＧｓへの関心とサステナブル認証の拡大。パ－ム油の確立に向けたＭＳＰＯ 

     （マレ－シア）、ＩＳＰＯ（インドネシア）のスキ－ムづくりの進展。 

  ８位 アルゼンチン大豆生産量が大幅に回復、ブラジル産も豊作となるも、米国産は 

６年振りに１億トンを割る。 

  ９位 カナダ産菜種の中国向け輸出停滞、ＥＵ向け大幅増。カナダ産菜種の生産量は 

減産も、２千万トンは維持の見込み。 

１０位 消費税率引上げ（８％→１０％）及び軽減税率制度導入。 

 

                                 （編集係：岡本・松山） 

                             (編集係：岡本・松山 
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