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2006年（平成18年）10月26日（木曜日）

1958（昭和33）年、大阪生まれ。静岡
大学卒。1984（昭和59）年、滋賀ダイ
ハツ販売に入社。1994（平成６）年、
社長に就任。ダイハツ車全車種の
販売と中古車の販売などを行う。
1970年以降、県下トップの販売台
数を誇り、1988年には県下で初め
て新車の販売台数１万台突破。
社内に「滋賀掃除に学ぶ会」の事
務局を設置し、独特の掃除方法に
よる自分磨きを実践中。

●大津市本堅田4-18-38-104●TEL：077-573-4477
●営業時間：11：00～15：00 /17：00～23：00（L.O.22：30）
●定休日：不定休
  ※30名～50名で貸し切りも可能

ひでさぶろう

す さ

社長に就任したものの会社の業績は悪化

するばかり。社員の心をつかむこともで

きず、私は失意のどん底にいた。そんな時、

株式会社イエローハットの創業者、鍵山

秀三郎氏との出会いがあった。イエロー

ハットは全国展開する大手カー用品店と

して知られるが、成功するまでは長い間、

経営不振に悩んでいた。鍵山氏は、掃除

を通して自分の心の「荒み」と社会の「荒み」

をなくするという独特の掃除哲学によっ

て社員の心をつかみ、会社の立て直しに

成功した人である。

どうしたら会社の業績を上げることがで

きるのか……？どうしたら社員たちがつ

いてきてくれるのか……？ワラにもすが

る思いで私は鍵山氏の掃除哲学に飛びつ

いた。

早速、「掃除に学ぶ会」の全国大会へ出かけ、

便器にこびりついた黄ばみを、サンドペー

パーを使って素手でこすり取るという、

とんでもないトイレ掃除に取り組んだ。も

ちろん初めは抵抗があった。が、やって

みると意外にすんなりとできるもので「こ

れなら私にも続けられる！これで業績を

立て直すことができる！」と、張り切った。

しかし、トイレ掃除を始めたからといって、

すぐに何もかもうまくいくわけがない。

鍵山氏がトイレ掃除を始めてから会社が

持ち直すまで、実に20年もかかっている。

私はすぐに結果を出そうとする考えを改

め、時間をかけて取り組むことにした。

社長に就任した翌年の1995（平成7）年には、

ダイハツから待ちに待った新型車が発表

された。「良い車が出た」と喜んでくださる

お客様が増えた。時間はかかったが社内

でのトイレ掃

除の理解も進

み、少しずつ

だが会社も変

わっていった。

何とか危機は

脱したものの、経営課題は山積みである。

今は軽自動車の販売が好調だが、滋賀県

内での車の保有率は一家に1.5台となっ

ており、今後は新規購入の増加が見込め

ないと予想される。それゆえ乗り換え需

要に重点を置き、次もダイハツの車を選

んでもらえるように努力していかなけれ

ばならない。そのためには「お客様に選ば

れる会社」でなければならない。もちろん、

スタッフやお店も同様に、お客様に選ば

れるようにしていかなければならない。

大好きな音楽の道から自動車販売の世界

へと飛び込み、苦労も多かったが、よう

やく今の仕事が天職だと思えるようになっ

てきた。この会社を残してくれた祖父に

感謝するとともに、地域社会に役立つ会

社であり続けるよう精いっぱい挑戦をつ

づけていきたいと思っている。

新入社員に掃除研修をする後藤社長新入社員に掃除研修をする後藤社長新入社員に掃除研修をする後藤社長

大津市にあるインド料理ラジャスは、本場

インドの家庭料理が楽しめると評判の店。

今年3月にリニューアルした店内は、イン

ドの家をイメージした装飾で、異国情緒たっ

ぷり。ランチやディナーメニューのほか、

辛さが控えめの子供用メニューもそろって

いて、女性やファミリーに人気。

今回ご紹介するのは

【Aランチ】（1,000円）

・日替わりスープ ・サラダ 

・炭火肉料理 ・日替わりカレー2種

・サフランライス＆ナン ・チャイorコーヒー

この日の日替わりカレーは「牛肉とほうれん

草のカレー」と「野菜カレー」。19種類ものス

パイスに生クリーム、バターなどが入って

コクのあるおいしさ。サフランライスやナ

ンとの相性も抜群。辛さは1（普通の辛さ）～

5（すごく辛い）

までの5段階に

分かれており、好

みの辛さが選

べる。炭火で

焼いたナン、香

ばしいタンド

リーチキンなど、どれも食べ応え十分だ。

ランチのスープとカレーは日替わりなので

何度でも足を運んでみたくなる。

「メニューは安くてボリュームのあるものば

かりです。気軽に食べに来てください」とオー

ナーのラジャスさん。

インドに行った気分でゆっくりと食事を楽

しみあれ。                     （取材・澤井）

オーナーのラジャスさんオーナーのラジャスさん（右）（右）と料と料理人のヌルールさん人のヌルールさんオーナーのラジャスさん（右）と料理人のヌルールさん

滋賀県内大学祭情報滋賀県内大学祭情報!!滋賀県内大学祭情報滋賀県内大学祭情報!!滋賀県内大学祭情報!!
10/29
（日）

10/28
（土）

龍谷大学
●Ｒｙｕｋｏｋｕ 　Ｅｘｃｉｔｉｎｇ　 Ｎｉｇｈｔ’06～大地震撼 in ＳＥＴＡ　ＤＯＭＥ～
　ゲスト：ＴＨＥ ＢＡＣＫ ＨＯＲＮ
　10/28(土） 17：00開場 18：00開演 瀬田学舎内瀬田ドーム
  ※当日、10：00から16：30まで、瀬田学舎内で1,300枚チケット無料配布
●大繩バトル!!～地面を揺らせ!!～、ダンスコンテスト～ダンスサー
 クル王者決定戦～、この紙ヒコーキでくもり空わって～突撃レコ
  ードホルダー～、マグネットフィッシング～Ｗｅ Ｌｏｖｅ 琵琶湖～、素
   敵に射的～ 射的ってステキやん～、他
●お問い合わせ：077-543-7787

11/4
（土）

テーマ：

テーマ：

11/3
（祝）

11/2
（木）

滋賀文化短期大学

●吉本お笑いＬＩＶＥ
　ゲスト：笑い飯、ポイズンガールバンド、シャンプーハット
　11/3(祝）18：00～（30分前から入場可能） メインステージ 無料
●紅葉賀祭花火大会 11/3(祝）19：00～ 大学南方面一帯
●Ａ’ｓｈ Ｄｏｌｌライブコンサート 11/3(祝）13：00～
●人形劇（幼児・園児向け）、ビンゴゲーム、アルミ缶回収、他
　※幼児・園児の方がアルミ缶５個を（10：00～15：30に）持参されると、お土
　　産と交換
  ※11/3は同日開催の二五八祭会場と大学間でシャトルバスが運行 
●お問い合わせ：0748-22-3388

●吉本お笑いＬＩＶＥ 11/4(土）13：00～14：00　メインステージ　無料
　ゲスト：バッファロー吾郎、ケンドーコバヤシ、ジャンクション
●野外無料ライブ
　ゲスト：ＧＥＬＵＧＵＧＵ、ＦＡＫＥＳＰＥＡＲ、Ａ’ｓｈ Ｄｏｌｌ
　11/5(日）14：00～16：30　野外特設メインステージ 無料
●講演会 講演者：堀江謙一氏（海洋冒険家）
　11/5(日）13：00～14：30　講堂 無料
●爆奏！エアギター選手権、天下一演武会、滋賀大オークション、他
●お問い合わせ：0749-27-1137

テーマ：

滋賀大学(経済学部）
テーマ：

10/28
（土）

滋賀医科大学

●吉本お笑いＬＩＶＥ
　ゲスト：チュートリアル、笑い飯、とろサーモン
　10/29(日）18：00～19：00　メインステージ　無料
●ゲストライブ（平井喜美、ＨＯＮＥＹ　ＳＡＣ、ＰＹＬＯＮ）
　医療系企画（メディカルメイク、健康食品を味わおう、ドクター・
　ナースになってみよう、アジア風休憩コーナーなど）、ソフトボー
　ル・フットサル大会、講演会「私が死ぬということ」（中島義道氏）、
　Ｍｉｓｓ　ａｎｄ Ｍｒ.コンテスト、みんなdeビンゴ、ふれあい動物園、他
●お問い合わせ：077-548-2070

11/5
（日）

11/3
（祝）

●お笑いグランプリ（Ｂ-1）16：00～ 野外特設メインステージ 無料
●有志によるダンスやＬＩＶＥ、ビンゴ大会、他
●お問い合わせ：077-596-8410

びわこ成蹊スポーツ大学
テーマ：

11/5
（日）

11/4
（土）

長浜バイオ大学

●お笑いライブ 11/5(日）17：00～17：30　メインステージ 無料
  ゲスト：麒麟
●大学ダンス部＆ゲストダンサーによるダンスイベント、ビンゴ大会、
　よさこい、女装コンテスト、ウルトラクイズ、クイズラリー、
●体験実験/ミクロの世界の宝探し、蛍光スライム作り、オリジナル
　　　　　　アロマキャンドル作り、他
●お問い合わせ：080-6131-6370

テーマ：

11/11
（土）

11/10
（金）

滋賀文教短期大学

●吉本お笑いＬＩＶＥ 11/11(土）16：00～17：00　メインステージ 無料
  ゲスト：天津、アジアン、ダイアン
●有志ライブ・模擬店・子供対象のワークショップ、他
●お問い合わせ：0749-63-5815

テーマ：

11/11
（土）

11/10
（金）

滋賀女子短期大学

●すみれっ娘決定戦 11/11(土）11：00～12：00 野外ステージ
●お笑いＬＩＶＥ 11/11(土）15：00～16：00 メインステージ 野外ステージ
●ビンゴ大会、バンドＬＩＶＥ、模擬店、子供対象のワークショップ、
　和太鼓、他
●お問い合わせ：077-524-3605

テーマ：∞～

11/11
（土）
11/12
（日）

立命館大学

●Ａｑｕａ Ｔｉｍｅｚライブ 11/11(土）17：00～ ＢＫＣジム第１アリーナ
　※チケットの購入が必要です。詳しくはお問い合わせください　
●障害物レース、巨大ビンゴ、はい・ポーズ、 ＴＨＥ 逃亡者、おば
　けやしき、マジック喫茶、気球展示、サイエンス教室、本気で
　作る“遊び"Ｇａｍｅ ＣＧ ＲｏｂｏＣｕｐ!!、他
●お問い合わせ：077-561-3990

テーマ：

●学生によるライブ
●生活デザイン専攻の学生によるファッションショー
●フリーマーケット　各日11：00～18：00まで実施
　※Ｍｙはしを持ってくると、模擬店の割引券や大盛り券などのサービスがあります
●女装企画、Ｍｒ.コンテスト(県大のイイ男決定戦)、ビンゴ大会、他
●お問い合わせ：0749-28-8200

滋賀県立大学
テーマ：

11/10
（金）

11/12
（日）

11/10
（金）

11/12
（日）

滋賀大学（教育学部）
●It's 笑 ｔｉｍｅ☆2006 11/12(日）開演：14：30 開場：15：30メインステージ
　ゲスト：たむらけんじ,フットボールアワー,とろサーモン
●映像と講演会『イラクの今』、議員に声を届けよう（ディスカッション）、
　映画研究室による英語劇、・ビンゴ大会、他
●お問い合わせ：077-537-7704

テーマ：

10/29
（日）

か ぎやま
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