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お言葉をいただきました 

去る4月3日、当社創業者である父・長江健太郎（享年91

歳）は永眠いたしました。六興電気㈱との合同葬は、1,500

名もの多数の方に参列および献花いただき、生前における

父の活動の広さを今更ながら思い起こさせてくれました。

よってここに、一言ご挨拶申し上げさせていただきます。 

 

父は大正13年7月30日、東京の本郷に生を受けました。

東京電気高専を卒業し、戦時中は通信兵として出征しまし

た。復員後はこの時の経験を活かして、電気設備を製造す

る会社で技術者として勤務し、仕事の傍らで労働組合の代

表も務めました。会社では労使ともに信頼が厚かったそう

で、独立して会社を興そうという段になると、自然発生的に6

人の仲間が行動を共にしました。そこで社名を六人で興し

たという意味で“六興電気”と定めたのですが、ここには和を

重んじて力をあわせてやってゆこう、という気持ちも込められ

ていました。 

以来父は寝食を忘れて、六興電気㈱の発展にまい進しま

した。戦後の復興期でもあり会社は急成長しましたが、オイ

ルショックやバブルの崩壊のような困難にも遭遇しました。そ

のたびに父はひるむことなく、試練を持ち前のバイタリティー

とアイデアで切り抜けてきました。オイルショックで資材が不

足し電線が高騰するなかで、「こんな状態はいつまでも続く

はずはない」、と状況を読み切って仕事を取りまくったという

エピソードは、今でも語り草になっています。父はただ勇まし

いだけでなく、アイデアも豊富でした。一例をあげると、当時

父が発案した直営工事部や月次損益計算制度は、形を変

えながら今でも六興電気㈱で生きています。こうして父は、

六興電気㈱を準大手の一角にまで押し上げました。 

父は業界活動でも重要な役割を担いました。(一社)日本

電設工業協会では副会長・政策委員長として活躍し、分離

発注の推進や施工管理技士制度の創設などに尽力しまし

た。これらもまた、アイデア豊富な父ならではの足跡と感じま

す。そんなわけで父は同業大手からも一目置かれる存在

で、恐れられるも慕われる存在だったと、強く感じます。 

私生活においては、麻雀とゴルフが大好きでした。とくに麻

雀は自宅に電動卓を用意して、いろんな方をお呼びしては

勝負をしていました。電動卓は赤坂の料亭にも購入させ、業

界の交渉相手と打牌していたそうです。私が大学を卒業し

た頃ですから父は50代前半の頃と思いますが、一緒に朝ま

で徹マンをしたこともありました。一方ゴルフはというと、「ゴ

ルフは血筋だ」、というのが口癖で、腕のほうは正直言って今

ひとつでした。ベストのHCは確か、18だったと思います。ただ

腕は道具でカバーできるという持論があり、川口の練習場に

行くたびにクラブを買ってきました。ところが買ったばかりのク

ラブを曲げたり切ったりして改造してしまうので、いらなくなっ

ても誰も使ってくれません。そんなわけで、一時は家に、50

セット以上のゴルフクラブがありました。夏の那須ゴルフクラ

ブが好きで、家族で泊まりに行ったのも楽しい思い出です。 

そんな父ですが、階段から落ちて骨折した影響で、約3年

前に施設へ入らざるを得なくなりました。それでもたまに面

会に行くと、話題の半分は会社のことでした。そんなとき私

が、「みんながんばってこのぐらい利益が出て、成果配分も

配れたよ」、と報告すると、「そうか！」と満面の笑みで喜んで

くれました。亡くなった4月3日もちょうど入社式が終わったと

ころで、まるで会社の混乱を最小限にとどめようと考えたよ

うなタイミングでした。父は、死ぬまで会社のことを思ってい

たのだと思います。 

亡くなった日、父は元気に昼食を食べたあと、20分もしない

うちに眠るように息を引き取りました。施設の庭には満開の

桜が咲く、穏やかで気持ちの良い日でした。死因は虚血性

心不全なので、おそらく苦しむことはなかったと思います。こ

れから父は、新たなステージに旅立ちます。きっと、あの世で

昔の仲間と合流するのを楽しみにしていると思います。どん

なことを始めるのか想像もできませんが、父のことですから

きっと、なにかユニークなことを考えているのでしょう。そして

残された私たちは、こんな父が残してくれた会社を、これから

も盛り立ててゆくことが、大きな責務だと痛感しています。 

今思うと、父にとっては、1949年生まれの六興が長男で、

1952年生まれの私が次男でした。それぐらい、六興を愛して

いました。父は生前、六興電気㈱を創設し、南山会を作り、

大勢の人たちと交流し、世界中を旅して人の何倍も生き、悔

いはない人生だった、とよく話していました。これは偽らざる

気持ちだと思います。そして、父がそのように感じられたの

も、皆様のご支援があってのことと、承知していました。 

親父、六興電気㈱は任せてください。誇りをもって、永遠に

伝えてゆきます。安心して、旅立ってください。 

お忙しい中、合同葬にお集まりいただいた大勢の皆様にお

きましても、父の思い出を胸に、いっそうのご指導・ご鞭撻の

ほど、よろしくお願い申し上げ、挨拶とさせていただきます。 

ありがとうございました。 

 

        葬儀委員長 



( 2 ) 

訃報の知らせを受けた時、1つの時代が終わったな…。と感慨深い侘しさが奔りました。

名誉会長は、私が3歳の頃会社を興し会社経営、そして業界運営とその発展に奔走され

ました。私とは世代が離れており直接薫陶を受けることはあまりありませんでしたが、40年

もおりましたのでいろいろな想いがこみあげてきます。 

まずは入社まもなくの頃、「今日は無礼講なので言いたいことを言いなさい！」と言われ

ひと通り聞かれた後、「君は電気屋を辞めて弁士になりなさい！」と言われ、目が点になっ

たことから始まり、経営会議終了後「岩井バー」でグラスを片手に若い頃の経験談を聞か

せていただいたこと。大阪支店長時代に人事配置で悩んでいたとき、心温まる便箋5枚に

わたる助言、20数年前の「飼い犬に頭を咬まれた！」と言われた大騒動の後、その説明に

大阪の業界に来られ、心配そうな私の顔を見て「心配するな！俺も長年これをやってきた

んだ！」と握りこぶしを突き出しながら「落としどころは分かっている！」とニヤリと笑い部屋に

入られ、その2時間程後、よほど悔しい思いをされたのか憮然

たる表情で出てこられたことなどが想い出されます。 

 想い出は尽きませんが、卒寿のお祝いも済まされ会社も順風

満帆、遣り残したことはなかったでしょう。素晴らしい男の人生

を全うされたと思います。 

 今は、会社からも解放され、先に往かれた朋友の方々と大好

きなマージャン、そしてゴルフをされていることでしょう。本当に

長い間ありがとうございました。 

人の出会いとは不思議なものです。会長との巡り会わ

せもまた同じでした。1947年秋、会長が静岡の田舎に昔

の友人を訪ねた時、私の東京行きが決まり翌年春3月に

高田馬場の会長の自宅を訪問し、3カ月の下宿生活か

ら、強運の会長の下と多くの人に助けられ今日がありま

した。そして会長との67年も誰よりも長いお付き合いでし

た。今自分の人生を振り返ってみて会長は「我が人生を

決めた 運命の人」でした。育ての大恩人に感謝の一言

です。長い間誠にありがとうございました。 

会長は会社を創立以来、この業界は会社を「デカク」しないと信用も実績も認められな

いとの経営理念から、拡大政策で北海道から九州まで事業所を設置して営業を展開し

た。少し乱暴なところもあったが、六興の野武士的な社風と事業所の責任者の奮闘のお

蔭で他社には見られない発展と業績を収めることができました。そして今年は創業以来

66年の輝かしい歴史を残すこともできました。同慶の至りです。これも偏に長江会長の功

績のお蔭です。 私は会長の霊に向かって合掌。 

重村 恭史 様 

村松 貫一 様 

会長の突然の他界という思いがけない悲報に接しただ呆然とするばかりです。 

会長と出会ったのは1961年、六興電気㈱に入社、13年目に独立を考え、会長に相談し

心よく独立を認めてくれました。本当に思いやりある会長でした。 

 電設経営研究会では、アリゾナに行き、会長のご指導のもと

で勉強会を開き思い出の1つであります。昨年、お見舞に伺っ

た時嬉しそうに、「良く来てくれた。」と手をとって喜んでくれまし

たね。帰る時、「忠さん一緒に私も帰るよ」と言った言葉も今思

いだされます。 

 会長が一番心配しておったことは、会長が立ち上げた六進会

だと思います。心配しないで下さい。六進会も今は各会社も協

力し頑張っております。 

 赤のフェルトサインペンで、長江名誉会長実筆指示文

は、実に素晴らしい。それは新聞紙に折り込まれた広告

宣伝チラシの白裏面を利用して書き込まれ、時期を得

た文章で感銘すべきものだった。1998年12月（当時、専

売ビル）、会社の応接室で会長と奥友昭総務部長の面

接を受けた私に「新聞に掲載されていない記事、テレビ

で放映されない情報を報告しなさい」と。会長の鋭い眼

光に、この人の魅力を感じて入社した。 

 織田信長の父、織田信秀の菩提寺として600余年の

歴史をもつ、名古屋の萬松寺、伊藤治雄住職を紹介し

たところ意気投合され、しばしば名古屋にお供して新幹

線の車中にて人生哲学を学

ばさせていただいた。 

 長江名誉会長主催の「営

業推進本部会議」が、経験

豊富な顧問団から話をお聞

かせいただき、私の営業活動

原点となりました。感謝にた

えない。 

新福 道雄 様 

長江健太郎様は、私が(一社)日本電設工業協会の役員会に出席できるようになりまし

てから本年までの永きにわたり、電設業界のこと、電気工事会社の経営のこと等々、こと

ある毎に丁寧にご教導をいただきました。その後、長江様のご推薦もあって(一社)日本電

設工業協会の運営委員会の末席に加えていただきました。それからより多くのご謦咳に

接する機会を得ることができました。 

「電設業界の発展なくして、会社の発展は望めない」との強い信念をお持ちで、業界の

団結とともに諸官公庁へは高度な専門知識、技術、技能が必要な電設業界が建設業の

なかでは、その地位があまりにも低く扱われていると「士・農・工・商」の例をあげて電設業

界の地位をもっと向上させていかねばならないと陳情、要請しておられました。その第一

歩として官公庁工事においては、建築一括発注でなく電設工事の分離発注を要請し、そ

の運動は現在においても引き継がれており、電設工事業の分離発注は当業界の大勢と

なっております。電設業界を取り巻く環境が年々厳しくなっていくなかでも、長江様は「困

難なことのなかにも我々の知恵と努力で必ず道が開ける」とのお話をされておられまし

た。常に物事に前向きにとらえて、その解決に取り組まれるお姿に常々畏敬の念を持って

おりました。スポーツの面でも先生であり、運営委員の親睦ゴルフの折には、毎回最新型

のドライバーをご披露され「年と共に衰える体力をカバーするのが道具である」とお話しし

ておられました。 

長江様は、事業の経営面でもスポーツの面でも他の

人と異なる独自の切り口で問題解決に取り組んでおら

れ、その才能、気迫を今は懐かしく偲んでおります。 

「巨星墜つ」電設業界の勇者としての長江健太郎様

の生き様は、幽明境と異にした今も私の心の中に生き続

けております。「新たな困難も、すべて変化もチャンスとし

て前向きにとらえて取り組め」、「電設業界の発展の中に

会社の事業の発展がある」等々の教えを守って誠実に

一歩一歩努力を積み重ね、世のため、人のために貢献

できる事業経営に一層の精進をしてまいる覚悟であり

ます。ご鴻恩に深く感謝申し上げます。 

長江健太郎様の訃報に接し、とても寂しい気持ちでいっぱい

でございます。何故、突然逝ってしまったのでしょうか。久しくお

目に掛かっていないので、気になっておりましたところ、先週末

娘から、六興電気㈱様にご挨拶に伺うということを聞き、「会長

様はお元気かしら、よろしくお伝えしてね。」と話しておりました。

虫の知らせでしょうか。4月3日にお亡くなりになっていたとは存

ぜず、その時は長江様のことを懐かしく思い出していました。 

長江様とすでに故人となられていらっしゃいます押本様と主

人はとても仲が良く、柳橋でお酒を飲み、楽しい時間を過ごしていたようでした。今ごろは

主人がきっと、「おー、君もこちらへ来たのか。」と出迎えてくれていることでしょうね。そして

天国で仲良く酒を飲み交わしていると思います。 

長江名誉会長の築かれた礎のうえに、今は立派なご子息様がしっかり会社を引き継い

でいらっしゃいます。六興電気㈱様がますます発展を続けられるであろうことを確信いたし

ております。また、私どももできる限りのご協力を惜しまない所存でございます。長江名誉

会長、長い間本当にお疲れ様でした。 

ミツワ電機株式会社 代表取締役名誉会長 堀井 英子 様 川北電気工業株式会社 代表取締役会長 牛嶋 教雄 様 

長江名誉会長を偲んで 
お世話になった方々よりお言葉をいただきました 

金澤電興株式会社 代表取締役会長 金澤 忠 様 



顧みますれば、長江様と私の出会いは1968年であり爾来半世紀に近いお付き合いをさ

せていただきました。 

当時、長江様は若く熱い技術集団を携え業容の拡充を目指し、昼夜を分かたぬ努力を

されていられました。一方私は、商社の建築の技術者として新企画の担当であり、そこで

御縁ができたものです。私にとって当初より長江様の、ご自身で決めたことには、如何なる

場合もぶれず、妥協を許さぬ姿に心酔し、公私ともに人生の師として、また経営者のお手

本として、まさに心の拠りどころでございました。 

特に長江様にとってゴルフをことのほか愛し、その知識と技量は大変なものでありまし

た。折に触れ「僕の夢は自分のゴルフ場の隣に自宅を作るこ

と」と言われておりました。国内の時代の変遷により、意欲も薄

れ実現しませんでしたが、海外では私が手掛けたアメリカアリ

ゾナ州フェニックス市、コロラド州デンバー市のゴルフ場にご夫

妻でその出来栄えをご視察いただき、その折、生涯最良スコア

ができたと喜んでくださったこと、懐かしく思い出として残ってお

ります。今後はご子息はじめ、社員の皆様がそのご意志を継が

れ社業のさらなる発展を目指して邁進されることと存じます。 

会長との思い出は、1997年会長ご夫妻と西イリアンジャヤ（西パプア）の北のビアック島

を訪れたことです。当時私は、長江洋一現社長が海外事業部長で私が副部長と東京第

4支店長を兼務していました。 

長江会長が防空壕の前で、奥様と私は外で待てと言われて壕の中へお一人で入られ

かなり長時間戻ってきませんでした。実際の時間は30分位だったと思いますが、目を赤く

し、明らかに壕の中では涙を流した顔で戻ってこられました。 

ホテルへ戻ってからお聞きした話で状況が理解できました。輸送船が撃沈され、甲板に

いた自分は投げ出され九死に一生、泳ぎ着いたのがインドネシアのビアック島でした。何

隻か撃沈を免れ、直接上陸した輸送船の戦友約4,000人が壕

の中で戦死されたところだったのでした。この歳になって何度も

来られるところではないので、海外支店の激励のおり、心にとめ

ていた戦友に手を合わせたいとおっしゃっていました。念願が

叶ってほっとされたのか、インドネシアのブンガワンソロの曲を聴

きながらお酒を飲んでいました。 

 会長の大事な人生のひとコマにお供させていただき、私自身

忘れられない思い出になりました。 

熊谷 信弘 様 

安田 昌輔 様 

秋葉 陽子 様 

思い出のエピソードをお話しさせていただきますと、長江様は私の挨拶の仕方や、歩き方

を注意して下さりやり直させられました。見本を見せていただいたので、その女らしさ？に皆

で大笑いいたしました。 

ゴルフはせっかちで、人の打つのを待てずにすぐに打ってしまうお方でした。とってもお洒

落で夏には麻のシャツなどお召しでした。会社へお邪魔した時、いつもはひょうきんでダ

ジャレばっかりおっしゃっている方かと思ったら、怖そうなお顔をしていらしたので、本当は厳

しいおじ様ではないかと思ったことがあります。 

私たちの前ではいつも優しい方でした。奥様とご一緒にゴルフの名門霞ヶ関へ連れて

行っていただいたり、美味しい物をいっぱいいただいて、いっぱいお酒も飲んで楽しい思い

出ばかりです。ありがとうございました。 

1964年入社以来たくさんの叱咤激励また楽しい麻雀（勝ったときの笑顔）が走馬灯の

ように駆け巡ります。 

さて、私事ですが「社長（当時）命令」で私の人生を大きく変えたことを語ってみたいと

思います。1984年末、私は名古屋支店に勤務しておりました。支店内でトラブルが発生、

社長より本社へ出頭命令！退社することを覚悟で出社いたしました。社長室に通され、開

口一番に言われたことは「お前は使いものになる人材だから、俺は君に別の場所での活

躍を期待して決意した！お前も黙って言うことを聞け！」それは新潟支店への旅立ちの宣

言でした。初代支店長が28年大切に育て成長させてきた支店を体調不良のため、将来

的に交代する人材を水面下で進められていたのでした。 

不安多きなかで私を指名してくださいました。私は「1日だけ時間をください」と答え、「理

由は何だ！」と激怒されました。私も社長のお気持ちを拝命する以上、家族の理解なしで

単身は考えられない旨を答えた時に笑みを見せてくださり、「俺の目に狂いはない。明朝

必ず良い返事をするように…。」と新潟の第一歩が始まった次第です。 

支店長が退院したら一緒に業界、得意先への挨拶等、一緒に行動する予定で私も楽し

みにしておりましたが、残念なことに退院間近にして急逝されてしまい、経験したことのな

い社葬が最初の大きな仕事になってしまいました。その席で得意先、業界関係の皆様全

員にご挨拶させていただきました。 

それからが右も左も分からない若輩者で、もがき苦しみましたが「ホテル泉慶」の営業

に力添えをくださる方々にご縁をいただき、泉慶の女将にご理解をいただき、会長のご挨

拶で依り以上進行し、私の営業以上に貢献いただきました。 

 振り返って見ますと着任から25年が経ち、地図や歴史に残る

ような数々の実績を残せ会長との約束の新潟支店の灯りも次

代へ受け継がれたことを自負しております。もう一度現場巡り

をして泉慶・華鳳の温泉に入って麻雀がしたかったです。悔し

いです。私はお蔭様で大勢の友人知人に支えられ新潟県人と

して第二の人生を送らせていただいております。本当にありが

とうございました。感謝感謝感謝です。 

赤坂 金龍 

望月 良金 様 

1963年春、新入社員の説明会で、初めて会長（当時専務）に会いました。 

営業系採用で入社後の挨拶時、会長から「工事会社ゆえ、現場経験が大事、実務体

験後に営業へ」との指示、以来2現場で約5年常駐勤務のため、会長に面会する機会は

僅かでした。 

その後支店勤務となり、1人で現場管理した物件で問題（電線盗難事故）を起こし、そ

の始末報告で、会長と初めて2人で長時間対話する機会がありました。 

現場管理体制の不備等で一喝された後、別話として、何故入社後即現場勤務を命じ

たか、から始まり、今後営業職に携わる時の心構え等、時間を掛け説明され、特に今後業

界大手として参入し生き残るため、他社ではやれない営業仕法を考えること等、本来の

訪問目的とは思えぬ内容の話をされました。この日の出来事で会長の会社に対する熱い

思いを肌で感じ、少しでも貢献できるよう、努力しようと思った、記念すべき1日でした。 

その後営業職として本格的活動期、困難なテーマが提示される都度、当時のことを思

い出し営業原点として行動してきました。 

昨年秋、退社報告に伺い、半世紀無事勤務できたこと等、

感謝の気持ちを伝え、創設期からの思い出話や、老後の生き

方まで指南され、楽しい時間を過ごし再会を約束して帰りまし

た。今思うと、その時の言葉が最後の教えだったかと、胸が熱

くなり残念です。 

人生の師として学ぶことが多く、私自身ここまで成長できた

ことに深く感謝すると同時に会長の理念が永世に伝わること

を願っております。  

吉倉 肇 様 

秋葉 冨佐江 様 

初めてお会いしたのは、(一社)日本電設工業協会の副会長としてお店にいらしたのが

きっかけでした。仲の良かった方と一緒に「美味しいものを食べる会」を作って、娘と4人で

いろんなところにご一緒させていただきました。 

一番の思い出は、岡山まで「寿司食いに行こう」って。新幹線の座席が空かないように考

えて総勢6人で、朝7時くらいの電車に乗って、12時に着いて、2時間くらいしか滞在しませ

んでした。駅からまっすぐ4、5分くらい歩いたところかな？そこでお寿司を食べました。瀬戸

大橋ができたばっかりの頃だったので、連れて行ってくれるのかなと思っていたら、「冗談

じゃないすぐ（新幹線に）乗るんだ」と言われ、結局行けま

せんでした。あれにはびっくりしました。 

長江様はすごくお友達に気遣かわれる方で、お店ではお

仕事の話はなかったけれど、ぶすっとしてる時もあって、今

日は何かあったのかなって感じるけれど、そういうのはここ

に流していただいて奥様に笑顔で接していただければいい

かなと思っていました。「奥がなぁ…」とよくおっしゃっており、

気遣っていらっしゃいました。常にすごく優しい方でした。 

( 3 ) 



( 4 ) 

ありがとうございました 

Guamにて 

神戸震災 

合気道をやっていました 

美土代町 

上本氏と 

Arizonaでゴルフ 

麻雀 村松氏と 

PIER 39（San Francisco）にて 

叙勲式典 

那須ゴルフ倶楽部にて 

孫に囲まれて 

お祝い会にて 

ソ連東欧視察団 


