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三条北ロータリークラブ週報 
 

会長挨拶：高橋 研一 会長 
皆さん、こんにちは。 

本日 5月 7日(火)当年 40回目の例

会は、5 月 1 日には新元号「令和」

に変わり、10 日間の連休も明けて

の第一回目の例会となりました。

重ねてめでたい事に、宮川雄一郎

さんと中山正義さんの入会式も行

われます。現在、色々な理由により退会者の多い中、

とても嬉しく思います。今後も増強情報に強化し続

け、会員皆様の力をお借りして、北ロータリークラ

ブの将来の明るい兆しになる事に力を注ぎたいと思

います。 

さて、松下幸之助氏の第 9話を始めます。 

昭和 26 年(56 歳)の年頭には、世界的視野に立って

経営を再検討するために、全員が「新しく開業する

心構え」になることを求めるとともに、これからは

世界の経済人として、日本民族の良さを生かしつつ、

世界的な経済活動をしなければならない。そのため

にはまず謙虚な気持ちをもって海外に学ぶことが緊

急事であると思い立って、経営の考え方、すすめ方 

が一番進んでいるアメリカに学ぶため、昭和 26年 1月 18日、アメリカへ向けて旅立った。 

初め1カ月の予定だった。それが1日延び2日延びして4月7日までの約3カ月間の滞在になってしまっ

た。初めてのこのチャンスを生かして、できるだけ多く見聞したいという欲が出たからである。ア

メリカの豊かさは驚くばかりだった。GE（ゼネラル・エレクトリック）社の話を聞いたところ、同

社が作っている標準型ラジオがデパートでは24ドルで売られている。ところが、そのラジオを作っ

ている工員の賃金は、いわゆる時間給で、平均1ドル50セント。1日8時間働いて12ドルだから、2日

働くと自分の会社で作っているラジオが買える。ところが、日本ではどうかというと、当時、松下電

器で作っていたラジオは9000円前後であった。そして作業員の平均賃金は1カ月約6000円であった。

つまり1カ月半働いて、やっとラジオが1台買えるわけで、まさに月とスッポンぐらいの差があった。 

  日本経済新聞社編 松下幸之助著「私の履歴書」より 

 

新会員入会式 

         

 

 

 

例会日２０１９．５. ７  累計№１５４６ 当年№４０ 

国際ロータリー会長：バリー・ラシン 

 「インスピレーションになろう」 

第２５６０地区ガバナー：川瀬 康裕 

 「自らのストーリーを作りましょう」 

会 長：高橋研一 

「将来みんなのためになること 

 これからのロータリーのために 

 力を込めて課題にチャレンジしょう！」 

幹 事：松山浩仁 

ＳＡＡ：外山裕一 

 

本日の行事： 

・新会員入会式 

・卓話「還 暦 を 迎 え」 
人生６０年の歩みと 

金武(株)設立５０年の取組 

 
◆本 日 の 出 席 ：６０名中３５名   

◆先々週の出席率：５８名中４３名 74.14％ 

(前年同期 86.15％)   

◆先週のメークアップ(敬称略) 

24日 三条 RC 外山晴一、石川勝行、大野新吉 

米山忠俊、田中耕太郎 

25日 第１回ゴルフ大会 ２３名 

  

＊本日の配布書類等 

 ・週報№1545 

 ・ガバナー月信５月号(閲覧) 

 ・ロータリーの友５月号 

例会日：火曜日 １２：３０～１３：３０ 

例会場：三条ロイヤルホテル℡34-8111 

事務局：三条市本町 3-5-25 三条ロイヤルホテル内

TEL 0256-35-7160  FAX 0256-35-7488 

ＨＰ：http://www.sanjo-nrc.org 

中山正義さん 
(株)ハートライク  

代表取締役 

新潟市中央区女池 8-15-14-1F 

【事業内容：建築業・不動産業】 

宮川雄一郎さん 
(株)ＹＵ－ＳＡＹ ＰＬＡＮ 

代表取締役 

新潟市中央区万代 4-9-4-3F 

【事業内容：広告・販促・PR・ 

企画運営】 
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幹事報告：松山 浩仁 幹事  

・日本事務局よりロータリーレートについて、5月より１ドル＝112円（現行 110円） 

・米山梅吉記念館より、100円募金のお礼状 

・高田東ロータリークラブより 50周年記念式典出席のお礼状 

・三条ローターアクトクラブより「４月第一例会」のご案内 

    日時：令和元年 5月 23日(木) 19：30～21：00頃 

会場：三条・燕地域リサーチコア 4階 異業種交流室 

・國定三条市長より、平成 31年度三条市行事予定表の送付 

・にいがた緑の百年物語緑化推進委員会より 

「会報誌 15号」送付、「緑の募金」寄付について 

・三条市共同募金委員会より、運営委員会の開催のご案内 

日時：令和元年 5月 28日(火) 13：30～ 会場：三条市総合福祉センター 

 

理事会報告：第１１回 令和元年 5月 7日(火)  11：30～12：30 於：三条ロイヤルホテル 

出席者：高橋研一、外山裕一、早川瀧雄、松山浩仁、武田恒夫、渋谷義徳、斎藤 正 

渕岡 茂、金子太一郎、齋藤孝之輔、外山晴一、中原尚彦、花井知之、羽賀一真 

              出席数１４/１６(内委任状２名) 

協議事項  

１．夜例会決算報告…………………………………………………………………………………承認 

２．にいがた緑の百年物語緑化推進委員会｢緑の募金｣依頼の件 例年通り 10,000円寄付…承認 

３．「家庭会合」名称変更の件「Fire-Side Meeting(ファイヤーサイドミーティング)へ変更…承認 

４．クールビズの件     5月 21日から実施………………………………………………承認 

５．報告事項 三條新聞「新天皇ご即位企画」広告について三条 4ＲＣ合同掲載………事後承認 

委員会報告： 

雑誌委員会 石川 友意 委員長 
皆さん、こんにちは。今月の読んでいただきたい所をご紹介いたします。今月は青

少年奉仕月間でございます。横書き P.8～11 青少年奉仕活動の事例が載っておりま

すのでお読みいただきたいと思います。横書き P.14～17海洋プラスチックごみの問

題が載っております。横書き P.25 には三条 RC の関川地区幹事の「本物の友情」と

題して書かれています。縦書き P.4 のアーティスティックスイミングの井村コーチ

の、叱りながらメダルを取らせてあげることのできるコーチ術が載っております。

今月は以上です。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

中山正義さん・宮川雄一郎さんの入会を記念して 10＆3にご協力頂きありがとうございました。 

 

 

 

 

大野 新吉君 新年号「令和」になっての初の米山奨学会への寄附です!! 

幕開け株価の下落で又令和もトランプさんに振り廻されるかな？ 

落合 益夫君 米山奨学に協力。 

吉田 文彦君    〃 

森   宏君 10連休は半分仕事していましたが、半分はしっかり休みました。 

 

 

 

米山奨学ボックス：７日現在累計１,３２５,０００円 

ロータリー財団ボックス：７日現在累計 ２６７,０００円 
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金子太一郎君 本日入会の中山さん、宮川さん、今後ともよろしくお願いします。 

また、本日は私事で恐縮ですが、卓話させていただきます。 

外山 裕一君 新入会員の中山さん宮川さん、末長くお願いします。 

齋藤孝之輔君 宮川さん、中山さん、入会おめでとうございます。 

花井 知之君 BOXに協力します。中山さん、宮川さん、ようこそ！ 

梨本 文也君 中山さん、宮川さん、ご入会ありがとうございます!! 

中原 尚彦君 中山正義さん、宮川雄一郎さん三条北 RCへようこそ!! 

石川 友意君 金子さんの卓話に感謝して!!新会員中山さん、宮川さんを歓迎して!! 

石丸  進君 金子さん、本日の卓話楽しみです。 

本日入会の宮川さん、中山さんよろしくお願い致します。 

佐藤 弘志君 金子さん、卓話御苦労様です。本日は所用で欠席させていただきます。 

卓話頑張ってください。 

渋谷 義徳君 金子太一郎会員の卓話ありがとうございます。 

佐藤 義英君 令和元年、初回の金子さんの卓話に感謝して!! 

福岡 信行君 令和元年を祝して！ 

外山 晴一君 令和おめでとうございます。令和の時代も宜しくお願いします。 

羽賀 一真君 一番下の娘と一緒にテレビを見ながら令和のカウントダウンをしました！ 

高橋 彰雄君 協力致します。 

森   宏君 4/28朝、新幹線が停電して、出発が 2時間半遅れました。ヤレヤレ。 

ゴルフハンディたくさんいただき、賞品ありがとうございました。 

吉田 文彦君 皆さん、10 連休はいかがでしたでしょうか？長いようでアッという間の 10日間 

   でした。一日も早く「平常」を取り戻したいと思っています。 

 

本日の行事：卓話「還 暦 を 迎 え」 

人生６０年の歩みと金武 (株 )設立５０年の取組 

金子太一郎 パスト会長 

この度、花井委員長より歴代

会長の卓話をお願いしますと

いうことで依頼がありました。

卓話は今まで３、４回ほど話したことがありま

したが、今回は私が丁度この４月で還暦を迎え

ましたので、ちょっと人生を振り返ってみて、

その話をさせていただきます。それと丁度、当

社も設立５０周年を迎えました。それなので題

目を「人生６０年と金武㈱５０年の歩み」とさ

せていただきました。私ごとなので、恐縮して

いますが、お付き合いをお願いします。良く考

えたら昭和を３０年、平成を３０年生きてきた

ことになります。昭和の人間というイメージが

ありますが、平成の人でもあります。 

 

三条北ロータリーとの出会い          

初めにこのロータリーに入会したきっかけです

が、推薦人、佐藤弘志さんとの出会いです。１

８年前に、東三条駅前にアパマンションに入居

したのが、運命でした。その時の管理組合の理

事長が佐藤さんで知り合いになり、４８歳の時、

誘われて入会しました。佐藤さんとは共に酒好

き、◯◯◯好きで、共通の好みがありました。

私は３年で辞める予定でしたが、楽しくなって

きまして、現在に至っています。 

 

今まで、ロータリー財団委員長、プログラム委

員長、社会奉仕委員長、国際奉仕委員長、ＳＡ

Ａ、会長など歴任して、１２年目になります。

特に社会奉仕委員長の時の「石川遼のお父さん

の石川勝美氏」の講演、会長の時の「葛西紀之

氏」の講演が思い出に残りました。 

 

60年の生い立ち                   

私の６０年間の経歴を振り返りますと、 

昭和 34年 4月 7日三条市南新保で誕生。 

四日町小学校➝三条市立第一中学校➝三条高等

学校➝法政大学経済学部。 

22 歳の時、営業の勉強と趣味を兼ねて、「東京

トヨペット 砧営業所」に就職。25 歳の時に帰

郷、金武株式会社に就職。30歳の時、結婚。現

在、妻一人、子供 3人、孫 3人。40歳の時、金

武株式会社 代表取締役に就任。48 歳の時、三

条北ロータリークラブ入会。51 歳の時、「三条

ス マ イ ル ボ ッ ク ス：７日現在累計 ８７１,０００円 
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社会保険委員会会長」就任。事務局が三条年金

機構。52 歳の時、「三条金物卸商協同組合理事

長」就任。57 歳の時、「三条北ロータリークラ

ブ会長」就任。59 歳の時、「協同組合三条経営

労務センター理事長」就任。現在 60歳還暦を迎

える。 

 

金武株式会社の紹介                

創業昭和 27年、設立昭和 44 年 1月 13日今年で

設立 50 周年。総合商社として、ホームセンタ

ー・市内卸・小売店へ供給、ネット販売。扱い

品種は園芸用品、農業資材、家庭用品、介護関

連、環境用品など県外のメーカーが多数です。 

 

当社で感じる流通業界の流れ          

量販店の出現で、製販同盟。大量仕入れ、大量

販売。 

問屋中抜き現象。➝淘汰されていく。 

流通業界の劇的変化で、卸売業の存在価値の低

下。 

その後、大型店同士の競争。➝淘汰されていく。

力のある大型小売店の寡占化。力のある大型店

についていく。（一つの残る道）大量に売れる時

代は、終わる。➝小ロット化。 

また問屋から小ロットで仕入れる傾向。 

ネット販売で誰でも参戦できる。 

実店舗の苦戦。それと同時に環境関連の商品に

力を注いできました。 

 

環境関連の取組み                

構造基準クリア型でダイオ

キシン抑制型の焼却炉を販

売。環境展に出展平成 16 年

から 3年間、東京ビッグサイ

トで展示しました。現在まで

に 300 台前後、全国に販売。

（北海道から沖縄まで）。 

その次にＬＥＤ販売を開始。

平成２１年、新会社「㈱エ

コマックス」設立。 

直管形ＬＥＤ販売。当時

10,000本以上販売。現在は

高天井ＬＥＤ3,000 台以上

販売。尚、2000年以降、水

銀灯製造中止になります。 

 

太陽光発電事業開始             

2013 年に当社屋上に 34kw の太陽光発電を設置

して売電開始。2018年 9月新発田市藤塚浜発電

所 94kw。2019 年 2 月相馬市発電所 82kw。2019

年 6月那須町発電所 64kw 予定。 

 

2009 年に余剰電力買取り制度が施行され 2012

年に FIT 法へ移行しました。太陽光発電は買取

り価格 40円(税抜)/（10kw以上）という高額で

の買取りが行われていました。2019年、現在の

買取り価格は、家庭向け 26 円/10kw 未満で 10

年間。産業用は 14円(税抜)/10kw以上 500kw未

満で 20年間。2019年 11 月には期間満了を迎え

る家庭が 50万件がでてくるため、電力会社は政

府が定めた買取り価格で電気を購入する必要が

なくなります。2019年以降の電力会社の対応も、

いまだ明確にはなっていないので、先行きがわ

からず不安を抱えている方も多くいます。これ

を「2019年問題」といいます。 

ただし、産業用太陽光発電システムでは、20年

後の「2032 年問題」として、「2019 年問題」と

同じように注目される可能性はあります。FIT

法が確立して以降、太陽光発電設備を導入した

方は、今のところすぐに影響があるわけではあ

りませんが、電力会社の動向を探ることで今後

の対策を練ることが可能です。 

産業用の場合は、固定価格の期間は 20年間と定

められているので、残り 10年間で、期間満了ま

でにどういった対策を取ればよいのか考える時

間が取れます。対策のひとつは、電力会社と契
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約し余剰電力を売電する方法、そしてもうひと

つは、自家消費する方法です。 

 

経済産業省が掲げる電源構成の目標としては、

2030 年度までに再生可能エネルギー22～24％、

（現在 16％）その内訳は、水力 8.8～9.2％、太

陽光 7％、風力 1.7％、バイオマス 3.7～4.6％、

地熱 1.0～1.1％です。後は、原子力 22～20％、

LNG27％、石炭 26％、石油 3％になります。 

 

10年後、20年後の用途の問題           

太陽光発電の買取期間が終了したら、電力会社

と引き続き契約し売電を行うのか、最近では新

電力会社も多数あるので、そういった電力会社

に売電するのもひとつ。それとも自家消費型に

切り替え消費電力の節約に努める。災害や停電

といった、いざという時に、電気を利用できる

という大きなメリット。太陽光発電と蓄電池を

組み合わせることで昼間発電した余分な電気を

捨てることなく、蓄電池にためておき、夜間や

災害時などに有効活用ができる。「環境

(Environment) ・ 社 会 (Social) ・ 企 業 統 治

(Governance)」に力を入れる企業へ投資しよう

とする ESG投資、ＲＥ１００企業（100％再エネ

で自家発電）の普及。 

最後にこの令和の時代は、「再生」の時代といえ

そうです。エネルギーだけではなく、建物、物

販など周りの物が再生されてます。 

本日は、ありがとうございます。 

 

◆ 第１回ゴルフ大会  4月 25日(木) 中条ゴルフ倶楽部 

参加者(敬称略) 

青木省一、岡田 健、坂内康男、柄沢憲司、丸山正男、外山晴一、樋口 勤、佐藤義英 

白倉昌夫、加藤 實、今井克義、梨本文也、武田恒夫、石川一昭、岡田大介、米山忠俊 

佐藤弘志、早川瀧雄、森 宏、丸山 勝、花井知之、中原尚彦、齋藤孝之輔（計 23名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●表 彰 

 

1 位 齋藤孝之輔 君 

2 位 白倉昌夫 君 

3 位 森  宏 君 

 

おめでとうございます！ 

 

おめでとうございます
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ガバナー月信５月より 

 

■認知症市民フォーラム 

新潟東ＲＣ 会長 片山 政博 

さる 4 月 6 日、信濃川沿いの新潟ユニゾン

プラザに於いて、新潟東 RC 主催の認知症市民

フォーラム「考えよう認知症、他人ごとでは

ない」を盛大に行いました。当日は、共催の

6 クラブの皆様をはじめ、計 220 名の聴衆を

お迎えしました。 

フォーラムでは、関川博地区幹事が開会の

挨拶をし、認知症対策は今年度の地区テーマ

であり、地区では認知症をテーマに様々な取

り組みをしてきたことを述べました。第一部

の講演では、講師にみどり病院院長の成瀬聡

先生をお招きし、「認知症とは何か、その予防

について」をテーマに 50 分間のご講演を頂き

ました。認知症の種類とその特徴について解

説を頂いたうえ、医学的側面から認知症の予

防法を教えて頂きました。第二部の講演では、

新潟医療福祉大学医療技術学部診療放射線科

教授の児玉直樹先生が「認知症予防、認知症

と共生するまちづくり」について 50 分間のレ

クチャーを頂きました。認知症の正しい理解、

認知症予防の取り組みやエビデンスなどを紹

介しながら、人々が相互に信頼し、尊重し、

助け合うための示唆を頂きました。第三部の

パネルディスカッションでは、当クラブ会員

の安達博君がコーディネーターを務め、両先

生と共に、「認知症にやさしい社会とは」につ

いて、日本国内の先進事例を交えながら、外

国の医療教育などをめぐって、有意義な議論

を行いました。最後の質疑応答の時間に、聴

衆から 3 つの質問がありまして、先生方が丁

寧に答えてくださいました。 

フォーラム終了後、124 名の方がアンケー

トに回答してくださいました。60 代以上の方

が大きな割合を占めているなか、フォーラム

の内容に対して、多くの方から「満足した」

というお声を頂きました。 

今回のフォーラムは、新潟市の後援を頂い

たうえ、事前に講師の成瀬聡先生の BSN ラジ

オ出演（３月１１日）、コーディネーターの安

達博君（４月１日）の FM ポート出演、新聞広

告などの周知活動を徹底しました。また、当

日、テレビ局と新聞社の記者さんが取材しに

来られ、本市民フォーラムの様子は 4 月 6 日

夕方の BSN 放送の地方ニュース、そして、4

月 11 日付新潟日報朝刊に取り上げられまし

た。 

当クラブは今回初めて「人道奉仕プロジェ

クト」を立ち上げ、このような市民フォーラ

ムを主催しました。地区事務所をはじめ、新

潟市内６クラブの皆様から多大なご理解とご

支援を頂いたことに、感謝を申し上げます。

また、クラブ内で実行委員会を立ち上げ、4

奉仕委員会を中心に、会員一人ひとりの力を

集結させた結果、完成度の高い市民フォーラ

ムを仕上げることができたと思います。聴衆

の皆様のご満足したお顔も、会員の皆さんの

充実した顔も、「人道奉仕」の真の意味を教わ

ったような気がします。最後に、本フォーラ

ムご参加された皆様に心より感謝を申し上げ

ます。ありがとうございました！ 
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