第一章 創立期

昭和34年〜昭和43年

社員食堂はあっても栄養士をおいた
本格的な集団給食を実施している企業はほとんどなかった。
理論と実践の伴った栄養学の専門校、中村栄養短期大学をバックボーンに、
社員食堂を運営管理する中村学園事業部は設立された。
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創立期

昭和34年〜昭和43年

First chapter

初代事業理事中村久雄の“先見の明”から
中村学園事業部が誕生

中村栄養短期大学から巣立つ栄養士たちの
職域を広げるために発足させた「事業」であった。
企業も社員のための充実した社員食堂を求めていた。

に限られていた。そのころ中村栄養短期大

学の事務局長であった初代事業理事中村久

数名が卒業するにいたったが、その当時は、

和三十四年）には、第一回卒業生二百四十

十二年）四月に開学され、一九五九年（昭

中村栄養短期大学が一九五七年（昭和三

養面から、人材、経営面に至るまで、総合

という現実を知った。また、社員食堂を栄

団給食を実施している個所がほとんどない

れているものの栄養士をおいての本来の集

一般の会社や工場では、社員食堂は設けら

就職先開拓に奔走するなかで
アイデアがひらめく

栄養士への認識が社会で乏しく、栄養士の

管理する専門受託業者が見あたらないこと

雄は、卒業生の職域開拓に奔走していたが、

職場は病院関係がほとんどという狭い範囲

第６回年次総会で職員を表彰する初代事業理事中村久雄
1964年（昭和39年）

『二つの世界を生きて』
〈非売品〉
著者 中村久雄
発行 葦書房有限会社
発行日 二○○二年十月一日
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毎年４月に行われる年次総会は、
職員の親睦会も兼ねていた

にも初めて気づいた。しかも、戦後の混乱
期は過ぎ、景気の回復にともなって企業は
安定を増し、社員のための福利厚生面の充
実を図るため、よりよい社員食堂の設置が
望まれていた。

成長をあたたかく見守りつづけた創立者で

いる。創立期の苦難を乗り越え、その後の

長していくまでの経緯が詳しく述べられて

村学園事業部』には、事業部の創立から成

世界を生きて」の第十一章『収益事業、中

成十四年）十月に出版した自叙伝「二つの

初代事業理事中村久雄が二〇〇二年（平

る仕儀となったが、その節の詳細は既に述

割を担わされ、遂には九州電力をも退職す

も最終的にはその設置申請業務の中心的役

短期大学に発展して行ったのだが、その時

校を母体として、文部大臣認可の中村栄養

昭和三十一年には、この福岡高等栄養学

側面的に携わって来たことは既に述べた。

高等栄養学校の新設業務やその後の経営に

初代事業理事中村久雄 自叙伝
「二つの世界を生きて」より

ある初代事業理事中村久雄よりのメッセー

べたとおりである。その頃の大きな悩みの

理事に就任し、九州電力に勤めながら福岡

ジとして、第十一章から事業部に関する項

は巨額の先行投資が必要である。校地の買

という問題があった。学校の発足に当って

種の一つに学校内の「日常的な資金不足」

創立の動機

収とか校舎建設等である。学校法人設立の

際、中村ハルは一千万円余の寄付をしたが、
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●昭和 年 月１日・１号

『部内報なかむら』
創刊

10

P

中村ハル）

食」
「品位あるマナー」を忘れないよう

を常に念頭において、
「愛情のある給

はあくまで「中村学園」ということ

論異にいたしますが、事業部職員各位

の場合と事業部の場合、その性格は勿

効果が大きいと痛感いたします。学校

いの和親を図る大きなよすがとしての

つながりを持たせる紐帯として、お互

いるようなところでは、職員間に血の

ように各職場が離ればなれに散在して

上げます。
「部内報」発刊は、事業部の

最高責任者として、一言、お祝い申し

『部内報』発刊にあたり、中村学園の

40

理事長

にお願いいたします。

（中村学園

29

目より抜粋する。

一

昭和二十八年、私は学校法人中村学園の

年次総会風景

創立当時の
初代事業理事中村久雄

山口県秋吉台カルスト台地での慰安旅行スナップ。
中央には河野保人課長の姿がある

村割烹女学院の剰余金（中村ハルの個人所

その後も学校運営費が足りなくなる度に中
が多いことであった。

り、栄養士の制度について全く知らない人
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り、私は私立学校法について勉強する機会

中村栄養短期大学の設置認可業務に携わ

ある（厳密に云うと事業内容は食品加工業

の中には収益事業を経営してもよい条項は

直接絡がることになる。既に「寄付行為」

そこで私は考えた。こういう状態である

が多くなった。学校法人の寄付行為（会社

となっていたが、拡大解釈すれば給食事業

得）を注ぎ込んで何とか切り抜けて行く始

●昭和 年 月１日・１号

冷麦研修会行わる

でいえば定款に相当する）を定める為であ

も 食 品 加 工 の 一 種 と 便 宜 解 釈 ）。 こ の 事 業

生かした厳重な審査の結果、第一位に

なら、いっそのこと学園内部に社員食堂や

る。その私立学校法第二十六条に「学校法

であげた収益を学校の方に注ぎ込めば慢性

日本タングステンが選ばれ、それぞれ

末である。当時は銀行にも貸出資金が底を

人は収益事業を営むことが出来る」とある

的資金不足解消の一助にもなる。学校は教

工場給食を請負う事業部門を創り、そこに

ことに気付いた。文部省の係官に尋ねた処、

育・研究、事業部門は栄養改善の直接の活

という値段でこれだけの味を出してい

ついていて貸出優先順位でも私立学校は最

去る八月五日、本部会議室において

確かに既設の学校法人が収益事業を営んで

動でまさに一石二鳥、三鳥のアイデアであ

るみなさんの努力に敬服』とおほめの

行われた「冷麦研修会」は、現場主任

いる処がある。主に出版事業が多いようだ

ると夢はふくらむばかりであった。この事

●昭和 年 月 日・２号

事業部職員のモラル

言葉。

り全般的な講評があり、
『売値二十円

賞状と金一封が贈られた。江上先生よ

メにつき、原価、味覚と日頃の経験を

局と各事業所より持ち寄った自慢のス

ン、検察庁、修猷館、福岡銀行、国税

行われた。松下電器、日本タングステ

園女子高校より江上一子先生を迎えて

二十二名が出席、審査委員長に中村学

とのことであった。私も将来のことを考え、

業体は関係者の間でいつの間にか極く自然

中村学園事業部第一号事業所の開設

行った。

新しく寄付行為を制定するのを機に収益事

寄付行為の中に明記した。
二

であること。

二．積極的に仕事に取り組み、意欲的

園の繁栄に寄与する）

生活の改善を図るとともに中村学

に徹すること。（会社、工場等の食

一．本事業部の目的を呈し、その使命

25

さて昭和三十三年、忙しい中に私は短大
第一回卒業生の就職先開拓に奔走して廻っ

所探しである。色々と調査しているうちに、

事業の内容は決まった。次は適当な事業
模病院にはさすがにベテラン栄養士が居る

市内長浜地区に新しく日本住宅公団福岡支

た。この活動を通じて判ったことは、大規

が、小規模病院には殆ど栄養士が居ないこ

所の新社屋が完成し、中に職員食堂の設備

を備えていることが判った。早速同支所を

と、又社員食堂や工場の給食は、集団給食
に全く不慣れな近くの飲食店経営者があた

12

「食 品 加 工 業 」 が 最 も ふ さ わ し い と 考 え 、

に中村学園事業部と呼ばれるようになって

栄養士を採用すれば卒業生の就職先開拓に

10

業の条項を設けることにし、業種としては

下位扱いであった。

40

40
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創立期

昭和34年〜昭和43年

First chapter

この住宅公団食堂の喫食者は大体八十人

程度でこじんまりした規模で主任には福岡

高等栄養学校第二回卒の田口真知子栄養士

を任命し、その下に補助作業員二人をつけ

た。定食単価は五十円であった。厨房の装

置は住宅公団で設備されたが、細々とした

調理器具や食器類は事業部負担で準備する

ことになったので、それらの雑資金として

私の預金から二十万円を貸し付けた。私が

三．強い責任感を持つこと。

工夫すること。

四．自己の能力を常に高めるよう努力、

五．科学的、
合理的に考え行動すること。

六．常に品位を保ち、中村学園の体面

を汚さぬようこころがけること。

昭和四十一年度 経営指標

●昭和 年４月 日・３号

々活発になるであろうと私は見通しを

献立の確立等）を徹底させるべきであ

経営の合理化（仕入れの合理化、統一

識的に低い目標にした。そしてむしろ

目標・売上高一億五千万円。これは意

前提に本年度における目標を定めたい。

度に入ってからであろう。このことを

規事業所の本格的開設は昭和四十二年

る。この住宅公団食堂の運営は、全く手探

友荘山定年君が課長として又朝長文雄君が

幸運なことにこの支所には修猷館時代の学

事業部に委託して貰えないかとお願いした。

部の構想を説明し、職員食堂の運営を我が

訪れ担当者に会い、私が計画している事業

化の一助にもなるし、社会的にみても有益な

茂敏理事の「この事業は私立学校の経営強

理事長中村ハルも、その理事会の席で奥村

収益事業の発足には余り乗り気でなかった

たが、その年六月の理事会で承認を得た。

事業部の発足については事後処理になっ

えられた。

（事業理事

中村久雄）

部態勢の合理化に取り組める機会を与

業所が少なく、はじめてジックリと内

ると考えた。幸か不幸か、昭和四十年

職員として勤務していてこの両名の側面的

事業である。大 いに推進して貰いたい。
」の

団課長さんから預かっていた肉までとられ

応援もあって話はとんとん拍子に進み、昭

一言に不安は一度に吹きとんだ様子だった。

度は経済界の不況のため、新規開設事

釜や調味料をごっそりとられ、おまけに公

数ヶ月経った頃、泥棒が入って大型の電気

りめとはよく言ったもので、オープンして

な授業料のつもりであった。弱りめにたた

の後長期間経営は赤字続きであったが貴重

立てている。恐らく事業部における新

日本の経済活動は今年の秋頃から段

24

りの状態で出発した事業であるだけに、そ

九州電力を退職した時の退職金の一部であ

41

るハプニングが起る始末であった。

和三十四年一月六日給食開始に漕ぎつけた。
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1959 1968
第一章

福岡市中央区清川の月光苑で開催された忘年会。中央は当時の初代事業理事中村久雄。
事業所数は20ヵ所、職員は60名ほどだったが、栄養士のプライドは高かった 1964年（昭和39年）

福岡市中央区簀子町、吉住ビルの事
務所風景。事務職員は４〜５人で、
現場職員が足りなくなると急遽応援
に行くなど、熱気にあふれていた

三

昭和三十年代、四十年代の事業部

昭和三十四年七月、第二号事業所として
市内警固にある西部ガス本社社員食堂を受
託した。この会社は強い宣伝力があったの
であろう。翌昭和三十五年には小規模では
あったが毎日新聞福岡総局、三井銀行福岡
支店、九州相互銀行福岡支店の各社員食堂
の受託が舞い込んで来た。
以上五事業所の統括業務は、私と短大庶

本格的な集団給食であった。事業部として
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●昭和 年２月 日・４号

愛される給食へ

15

務課の桜井敬君、図書係の中村茂敏君が本
務の合間に手伝う程度で経営組織としては

この頃になると、日本の経済も急上昇を

は短大事務室の一隅に事務室を設け、そこ

系病院の栄養士で炭鉱界の将来を考え転職

続け各企業も社員の福利厚生面の向上に力

極めて不安定な姿になっていた。そこで懇

を希望しているとのこと。早速会ってみる

を入れる余力が出来た。社員食堂の開設、

に本部主任河野保人氏、それに栄養士の補

となかなか逞しそうで積極性があるように

工場給食の開始等が相次ぎ、事業部への委

意にしていた福岡県衛生部の渡辺栄養係長

見えたので採用することにした。昭和三十

託箇所も急速に伸びて行った。これに伴い

助者をつけ、二人体制で業務を推進してい

六年、年明けて間もない頃である。ちょう

本部機構も拡充強化の必要に迫られ今まで

に集団給食事業のマネージメントの出来そ

どその頃九州松下電器工場の集団給食につ

のように短大事務室の一隅では収容出来な

くことにした。私はお陰で今までのような

いて話が進んでいる処で、私は非常に助か

くなり、事業部本部事務所を市内大手門一

うな人材は居ないだろうかと頼んでいた処、

った。この方の話も順調にまとまり昭和三

丁目の吉住ビルの中に移した。昭和三十九

雑務からは解放された。

十六年三月から九州松下電器の工場給食が

年二月のことである。これを機に本部組織

河野保人君を紹介して頂いた。当人は炭鉱

始まった。当時この工場は社員千人程度で

努める。

とくに北九州、

鳥栖地区を重点に事業所の拡充に

一．事業所の拡大

─

P

するための企画を述べたいと思います。

力をつけ、愛される給食へと前進飛躍

は、内部充実を計り、企業体質に抵抗

それら企業間の競争に負けないために

合は増々激化するものと予想されます。

同業者の進出も数多くなり、事業の競

央商社の九州進出に伴い、当然として

あり、発展もあることと存じます。中

試練に耐え抜いてこそ、事業の成長も

であるようです。企業は数々の厳しい

昭和四十二年もまた厳しい試練の年

42

中村学園女子高校講堂を会場に行われていた
第８回年次総会の風景 1966年（昭和41年）
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創立期

昭和34年〜昭和43年

First chapter

―

ハル逝去の後を受け、私は理事長に就任し

昭和四十六年九月二日、学園創立者中村

榊朝之氏、技術課長に河野保人氏が就任し

たので、事業理事の職務は法人本部財務部

も総務課・技術課の二課とし総務課長

た。当時の記録によると、事業所数三十ヶ

─

二．指導部門の拡充

福岡市内に重

今年も集中

点を置き、事業所の拡充と併行す

る。

─

配送品目を拡大し、購入の合理化

三．商品購入の合理化

も健全になって来た処で、おおまかな財務

事業部の運営も軌道に乗り、経営の状態

昭和四十七年には既に取得していた博多駅

れたが、意欲的に事業部の伸展を図られ、

結城氏は法人本部財務部長を兼務しておら

長の結城三郎氏に譲った。二代目事業理事

上の標準を設定した。それは①純利益は売

東の土地（最初百三十坪買収、その後の買

所、従業員数百三十人となっている。

上額の大体三〜四％程度、②その純利益は

収で最終的には二百八十坪程度に拡張）に

（ロ）売上の促進

従前からの集団給食部門のほかに新しくレ

四．技術研修の実施

愛される給食へ

（ニ）勤務時間の点検と合理化

（イ）サービスの徹底

次の企画を重点的にすすめる。

前進するため技術の向上を計り、

五．給食の合理化

─

研修および、その講習に参加。

所を指定し、また、職能別の調理

研究対象事業

税 金 四 十 ％ 程 度 （ 法 人 所 得 税 ・ 事 業 税 ）、

プレハブ造りではあったが二階建事業部本

（ハ）標準献立の企画充実

面積の広い処へと移転することになり、昭

ストラン部門を創設した。但し、このレス

─

学校法人中村学園への寄付三十％程度、事

部ビルを新築完成させた。同氏はこのほか

を行う。

業部自体の資本蓄積三十％程度とした。

食材仕入れについての合理化を改良したり、

和四十年には荒戸一丁目高橋ビルに、次い

トラン部門は総て順調とは云えず、軌道に

事業所の増加に比例して本部事務所も床

で昭和四十三年には市内川端町の旧西銀本
店ビルに移った。この事務所には厨房、食
堂の設備もあり、床面積も広かったので外
部からの仕出し弁当も引き受けなかなか好
評を博した。

一心にキャベツの千切りをする職員。
この手元からあたたかい食事が生まれる

私は事業部の成長ぶりから将来食品食材
集中センターが必要になるだろうと考え、
配送に便利な福岡流通センターそばの市内
東区松島地区に約五百二十坪の土地を購入
した。又昭和四十四年には市内博多駅東に
百三十坪の土地を購入した。資金的には少
し無理があったがこの政策は後日大いに役
立った。
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専売公社鳥栖工場事業所。厨房は
１階、食堂は２階にあり、作った
料理700人分を運んで配膳していた
1968年（昭和43年）

乗るまでにかなりの授業料を払われされた

月、退職された前任者結城三郎氏の役職を

中村量一事業理事は従前の方針を引き継

務部長、事業理事に就任した。

そっくりそのまま引き継ぎ、法人理事、財

昭和五十年代以降の事業部

ようである。

四

ぎ事業所の拡大に努めて来たが、この頃に

野にも多種多様な形態が入り乱れての競争

なると日本経済も成熟期に入り「食」の分

昭和五十四年十二月末、福岡相互銀行（現

が激しくなって来た。同業他社との競争だ

私の長男、中村量一は当初の計画どおり、

西日本シティ銀行）を退職し、翌年一月学

けではなく、ファーストフーズ、簡易弁当、

せた。

鉄骨造りの本部ビルを平成六年末に完成さ

十七年建築）を撤去、その跡地に本格的な

していたプレハブ構造の本部ビル（昭和四

従い事業部の拡大を図る一方、既に老朽化

事に就任した。同氏は精力的に従来路線に

ことで平成三年十月、同氏が四代目事業理

部で検討の結果、最適の人事であろうとの

行）から松本孝氏の推薦があった。法人本

た処、福岡シティ銀行（前身は福岡相互銀

に昇任し、次期事業理事の人選を進めてい

平成二年、中村量一事業理事は副理事長

に大規模食品センターを完成させた。

七月、市内博多区諸岡、大同青果市場そば

徹底的合理化を図るべきと考え、平成二年

争に勝ち抜く為には先ず食品材料仕入れの

たのである。中村量一事業理事は今後の競

チェーンレストラン等との競争になって来

校法人中村学園に就職した。続いて同年三

一人ひとりの女学生に配膳する職員

年次総会の後に、校庭でバレーボール
に興じる職員たち。当時の恒例となっ
ていたレクリエーション
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