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いよいよ2020年がスタートした。各団体を代表する年頭所感が発表され、
いくつかの新年会も開かれた。
「繁栄の年」
と期待する言葉があふれてはいるが、将来に希望が持てる力強い言葉は少ない。繁栄に必要なことは、
事業の継承。継承に必要なことは、成功を次世代に渡すことである。少なからず将来に期待が持てることが求められて
いる。企業が現状の維持を求めても、業界をリードする団体は一歩前に生み出すべきである。東京オリンピック・パラリ
ンピックの勢いのまま、年末を迎えるには、若きリーダーの旗振りが最善ではないだろうか。
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大阪・時計宝飾新年互礼会
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