第二章 成長期

昭和44年〜昭和53年

規模が拡大するにつれて手狭となり、本部事務所を転々としてきた創立期。
やっと博多駅からほど近い場所に本部事務所を建設した。
この本部から中村学園事業部のさまざまなドラマが生み出される。

35

1969 1978
Second chapter

1969 1978
第二章

創立から 年、内部充実の時期を迎えていた。
本部事務所の建設や組織の編成にも着手した。
事業は、企業だけではなく教育現場や一般レストランにも目を向けていた。

所と厨房併設の予定で、当初は七〜八階建

ての総合事務所建設をもくろんだのである

が、資金の都合もあり、鉄骨プレハブ造り

六九年（昭和四十四年）
、本部事務所建設を

となり、移転を四度繰り返していた。一九

は、これまで事業が拡張するにつれて手狭

成式が挙行された。中村学園事業部が創立

託先関係者多数のご出席を得て、盛大な落

工、同年四月に完工した。四月十七日、受

一九七二年（昭和四十七年）二月に工事着

二階建てとし、北洋建設に施行を依頼した。

想定して博多駅東側の新幹線沿いに約百三

されて十四年目のことだった。

食なども軌道に乗り、西銀ビル内の ”借家
住まい“が使いづらくなっていた。
一九七一年（昭和四十六年）の夏、満を

に位置し、交通の便のよい博多駅東側（福

り、論議が交わされた。福岡市内の中心部

東の土地にするか、それぞれ一長一短があ

にするか、昭和四十四年に入手した博多駅

た箱崎の松島地区（約五百二十坪）の土地

えで、一九六六年（昭和四十一年）に入手し

が持ちあがった。早期建築を具体化するう

事業部の新たな展開が予測された。その後、

事業の飛躍に必要な設備が備わったことで、

作業場、冷蔵室、食品倉庫が設置された。

え、一階には千食を調理炊飯できる厨房、

所（五十坪）とともに研究室、宿直室を備

った。新しい事務所の二階には、本部事務

とができ、職員一同の感激はひとしおであ

土地・建物とも事業部の事務所を得るこ

持したように事業部本部事務所の建築計画

岡市博多区博多駅東一丁目一番）の土地に

一九七八年（昭和五十三年）に本部事務

新本部事務所の稼働とともに
新しい事業方針の実践へ

十坪の土地を購入した。本部事業所の特別

中村学園事業部の中枢となる本部事務所

松島地区か博多駅東か…
交通の便のよいことが決めて

10

建設することで決定した。建物は本部事務

福岡市中央区の博多東急ホテルで開催された創立10周年祝賀
会。受託先のみなさまや学園から多くの関係者が列席し、華
やかな祝賀会となった 1969年（昭和44年）

博多駅東に建設された本部事務所は
1972年（昭和47年）に竣工した

成長期

昭和44年〜昭和53年
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学校給食、
病院給食、
レストランなど
給食事業に新しい展開

36

新入職員歓迎花見会は、現在ま
で続く恒例行事だ。場所は福岡
市中央区の西公園で行われてい
た。花冷えのころ、七輪が活躍
した 1970年（昭和45年）

二百八十坪を所有するようになった。さら

所に隣接する土地百坪を購入し、合計坪数

事業方針が打ち出された。おりしも、本部

置、病院給食への本格的参画など、新しい

る食材の計画購入や一括配送、食材課の設

し、食材部門の倉庫および選別場とした。

定の本州と九州を結ぶ新幹線工事が始まっ

いでは一九七四年（昭和四十九年）開通予

事務所に移った翌年より、道を挟んだ向か

新設本部事務所で稼働し始めた一九七二

ており、九州経済全般における復興前夜と

軽量鉄骨スレート葺二階建ての倉庫を建築

年（昭和四十七年）を軸に、統一献立によ

も感じられた。

システム化、機械化への布石が
事業所数や売上高へと結びつく

事業部創立から十数年が経過し、給食事

業の内容は大きく変化を遂げていった。し

かし、創立二年目の一九六一年（昭和三十

六年）に開始した九州松下電器工場事業所

の一日八百食を越える給食は、未経験の大

量給食であり、一日百食未満の静かな給食

風景を一掃するダイナミックな作業風景だ

部
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●昭和 年４月 日・ 号

第一回調理コンクール開催

16

みなさまのご要望に応えて、今回、

調理コンクールを行います。日頃鍛え

た腕を発揮されることを切望し、振る

ってご参加ください。

日時／五月二十四日（日）

場所／中村学園大学

競技要項／二名一組

献立／副食のみ実費四十円〜四十五円

賞状・賞品／金賞・銀賞・銅賞・参加賞

●昭和 年９月 日・ 号

編集後記／中村ハル理事長の死

で行われる。後に戸畑の日立金属事業所や

た”努力の上に花が咲く“という言葉を
かみしめて、今後の生き方にできれば

たが、理事長がいつもおっしゃってい

く仕事が手に付かないという感じでし

ような感じで葬儀へと続いて、何とな

九月二日の理事長の突然の死、夢の

20

と思います。

った。給食前の準備は、機械的な連続作業

26

15

キユーピー鳥栖工場事業所などの大規模給

食をスムーズに行うことができたのも、こ

のときの貴重な経験からだった。また、こ

のことは早い時期に、来るべき将来の集団

給食のシステム化、機械化に着眼する機会

となった。一九六四年（昭和三十九年）に

P
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45

46

に、本部建物に接続して、延面積八十坪の

長崎県雲仙への慰安旅行
（後列中央 結城三郎事業理事） 1974年（昭和49年）

1974年（昭和49年）に本部の前で、
結城三郎事業理事を囲んで

受託した福岡市医師会病院事業所は、これ
まで直営で行われることが常識となってい
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●昭和 年 月 日・ 号

18

部

P

事業部の将来

10

P

中村茂敏）

員の設置、これらの実行が急がれるの

関係の併合、営業課の新規事業所開拓

こなしていく。仕入部門の独立と配送

調理師、また、主婦の方がその調理を

ープ別に献立を流していく。現場では、

士を本部技術課に五人ほど置き、グル

と思います。人員構成にしても、栄養

みんなで考えなければならない問題だ

か。これは大きな問題であり、また、

の事業部の繁栄を見ることができるの

る。では、いったいどうすれば十年先

業者の進出や給食業者は十数社を越え

ったのが、いまでは大阪からの大手同

創立期には同業者がほとんどいなか

47

（本部事業所支配人

です。

この年、本部事務所が新設され、建物
の前で職員による餅つきが行われた
1973年（昭和48年）12月28日

た病院給食受託に、なんら問題ではないこ
とを世に問うた。このことは事業部にとっ
て画期的な出来事であるとともに、病院給
食のモデルケースとなった。ついで、福岡
大学に学而会館が開館され、その際設けら
れた学生食堂を受託した。その後の学校給
食進出へのさきがけとなった。
また、事業所拡大にともなう調理補助員

キユーピー鳥栖工場事業所の厨房風景 1970年（昭和45年）

博多区下川端にあった西銀ビルでの会議風景
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（調理スタッフ）としてパートタイマー制を

るだろう」この二つの観点からレストラン

和風レストラン
「九州の味なかむら」
オープン

●昭和 年４月 日・ 号

一九七六年（昭和五十一年）福岡市中央

来たる六月より、福岡市の心臓部天

事業は、すすめられた。

これらの経験は着々と実を結び、事業所

区天神に西日本鉄道の『天神コアビル』が

採用し、人事の調整にも成功した。

の数や売上高は年ごとに増加していった。

神の中心地天神コアビル八階に和風レ

念願の外食産業の仲間入りをすること

るのは始めてのことである。これで、

きたものの、今回のように大々的にや

喫茶など、給食以外の事業も手がけて

てより、本部事業所、第二合同、福銀

ストランを始めることになった。かね

建設中で、七階・八階が飲食ゾーンでテナ

ら得て、出店希望を西鉄側に申し出ると入

店許可がおりた。福岡市内からの出店は事

業部を含めて三店舗、後は関東や関西の有

第三号店が今後設けられると思われる

になる。これを第一号店として、第二、

月五日と決まり、店名、メニュー、店内の

名店ばかりだった。オープン日は同年、六
一 九 七 五 年 （ 昭 和 五 十 年 ）、 事 業 部 に と

上げよう。

も「九州の味なかむら」を大いに盛り

門も大いに成長してほしい。われわれ

が、給食部門と併行してレストラン部

こうして天神コアの『九州の味なかむ

レイアウト、内装工事、スタッフの手配な

「豊 かさとともに 外 食 産 業 は 今 後 ま す ま す

ら』が工事に入った四月初旬、大丸デパー

ってはじめてレストラン事業への進出が、

発展することだろう」
「レストランの高度な

トの二階出店がにわかにうかびあがった。

どがすすめられた。

調理技術とサービスなどのノウハウは、こ

ていたときであったが、同年五月一日、大

天神コアの出店だけでみんなが頭を悩ませ

天神コアビル８階にオープンした和風レ
ストラン「九州の味なかむら」
。オープン
日にレストラン前の結城三郎事業理事

れからの産業給食の高度化に大きく貢献す

当時の結城三郎事業理事から発案された。

豊かな食事と外食産業を支える
レストラン事業への進出

事業部の存在は各方面に周知され、事業躍

25

ントを募集している情報を新開実業社長か

51

進へと結びついていった。
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和風レストラン「九州の味なかむら」は
1976年
（昭和51年）
にオープン

丸デパート二階に『イタリアンレストラン

ヴィラノバ』が事業部最初のレストランと

して誕生した。それから一ヵ月後の六月五

日、天神コア八階に『九州の味なかむら』
がオープンしたのである。

一九七六年（昭和五十一年）のレストラ

ン部門二店舗に続いて、昭和五十三年一月

七日には、博多駅の中央街にあるビジネス

ホテル「博多第二グリーンホテル」のなか
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博多大丸に『イタリアンレストラン

ヴィ

に、
『和風レストランなかむら』を出店、そ

ラノバ』、天神コアに『九州の味なかむら』

を開店したが、同じく出店している店舗は

の後も事業部のレストラン部門は拡大して
いく。

関東・関西がほとんどで、食材の調達に不

案内だった。相談を受けた事業部では、こ

の出来事をきっかけに仕入部門が鮮魚・青

業務売上十億円目前

●昭和 年６月１日・ 号

五十二年度業務報告。五十二年度は、

みなさま方の奮闘努力の結果、予定ど

おりの成果が収められ、事業部にとっ

て最大の収穫でした。

給食部門年間売上高 ─ 七億九千四

物品のストック化が促進された。各事業所

事業所数が増すとともに、冷凍食品や乾

購入価格をグンと安くすることができた。

買参加権「エリ」を取得し、これによって

者の力添えで、魚市場で直接購入できる売

による二十五事業所の全体六十七事業

業による四十二事業所と、委託制営業

百万円。給食部門は、現在、単価制営

主任の原価意識が向上し、よい品を低価格

その後、鮮魚、青果、一般食材の取り扱

年としましょう。

年度を、全員の力を合わせて飛躍の一

ます。事業部設立二十周年を迎える今

は、数ヵ所の新規事業所を予定してい

百万円で、十億突破目前です。今年度

門、各々の努力の結果が、九億二千二

給食部門、仕入部門、レストラン部

加わり、より充実しています。

テル一階に出店した和風レストランが

されたレストラン部門も、グリーンホ

八百万円。五十一年度より新たに開設

レストラン部門年間売上高 ─ 九千

として力を入れていきます。

んのこと、部外への納品の拡大も当然

しており、事業部内完全納品はもちろ

円。今後、仕入部門の独立採算を計画

仕入部門年間売上高 ─ 九千六百万

断も許さない厳しい状況です。

立採算方式による各事業所の運営は油

よるサービス競争が基本なだけに、独

います。この部門は、より低い価格に

所に分かれ、独立採算方式で営業して

でという要望も大きくなった。そこで、本

い量も増加したが、各事業所からの要望は

よい品をより低価格で
要望に応える仕入部門
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部に仕入部門を設け、各事業所へ配送し、

果の納入を始めた。翌年には、魚市場関係

53

年々、高度化し、複雑化していった。より
仕入部門の責務は増大する。

調理コンクールの第１回は1970年（昭和45年）
に行われた。その意欲
的な献立への挑戦はいまも受け継がれ、毎回、熱気にあふれている

原価低減へ向けて本格的に動きだした。
一九七六年（昭和五十一年）五月より、
福岡一の繁華街天神にオープンした天神コアビルは、その斬新さで
話題を集め、オープン日は市民の長い行列ができた
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