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／会長挨拶 ：石黒隆夫会長                 
 

 皆さんこんにちは。新潟県内も

感染者が増えている中、三条市内

は比較的に少ないと思っておりま

したが昨日から増えているようで

す。先程の理事会で本来であれば

本日で持ち帰りお弁当の例会は終わる予定でした

が今月末まで延長することを決定しましたのでご

協力をお願い致します。 

 本日の行事は本年度職場紹介の最後にふさわし

い職業奉仕委員長の吉田さんです。よろしくお願い

致します。 

更にコロナ関連の話で恐縮ですが、私は昨日もオ

ーケストラの練習で新潟へ行ってきました。私はアマ 

チュアなのでいいですがプロの演奏家は演奏会が開催できず飲食店と同様に大きな影響があり困ってい

ます。昨年末群馬交響楽団が第九の演奏会を開催しましたが、入場制限はもちろん、通常とは異なる並

び方や指揮者が２名など大変な苦労したようです。そこでオーケストラの管楽器で飛沫量を各楽器で科

学的に実験した結果一番飛沫の多い楽器はフルートという結果がでました。管楽器よりさらに飛沫の多

いのは歌で特にイタリア語は飛沫が多いという事です。我々もコロナ禍で予定を変更させられますが、

先日ニュースで見ましたが成人式の開催２日前にオンライに変更した市町村がありました。成人式は式

典より大事な事が多いと思うのですが大変可愛そうに思いました。 

 

／幹 事 報 告： 本田芳久幹事                                             

・佐藤ガバナーより、｢表彰状の送付について｣ 

・高尾ガバナーエレクトより、｢地区研修協議会の開催規模縮小に伴うお詫び｣ 

・にいがた緑の百年物語緑化推進委員会より、｢令和 3年度定時総会の開催について｣ 

 

第１１回  役員理事会議事録  

開催日時 令和 3年 5月 11日（火）11：00～12：00 

開催場所 三条ロイヤルホテル 

出席者 

出席数 16名（委任状 3名） / 16名  

石黒隆夫、石川一昭、丸山 勝、本田芳久、中原尚彦、外山裕一、渕岡 茂、佐藤義英 

渡辺 徹、渋谷義徳、梨本文也、羽賀一真、森 宏、吉田文彦、福岡信行、岡田大介 

 

例会日 ２０２１．５．１１ №１６２３ 

 

会 長 ： 石 黒 隆 夫  幹 事 ： 本 田 芳 久  Ｓ Ａ Ａ ： 中 原 尚 彦 

◆本 日 の 行 事：｢職場紹介｣ 

◆本 日 の 出 席：５６名中３２名 

◆先々回の出席率：５６名中４４名 78.57％ 

（前年同期 85.25％） 

◆先週のメークアップ(敬称略)：  

4/27 会員増強委員会 石黒隆夫、渡辺 徹 

金子太一郎、齋藤孝之輔 

＊本日の配布書類等 

・ガバナー月信 4 月号(閲覧) 

・週報 No.１６２２ 

・ロータリーの友５月号 

・ファイヤーサイドミーティングのご案内 

｢ロータリーは機会の扉を開く｣   

｢ロータリーで良いことをしよう｣  

｢ 親 睦 を 深 め よ う ｣  

 No.35
●例会日：火曜日 １２：３０～１３：３０  ●例会場：三条ロイヤルホテル ℡ 0256-34-8111 

三条北ロータリークラブ週報 
 ＲＩ：ホルガー・クナーク会長  

第 2560 地区：佐藤真ガバナー  

三条北 RC：石黒隆夫会長     

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 
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協議事項 協議結果 

1. 例会の開催形式の件 5月中は開会点鐘 12：00、お弁当持帰り 承認 

2. 休会届の件 梨本文也会員 2022年 6月 30日まで休会 承認 

3. 次年度 組織図の件 梨本会員の後任理事(会員増強委員長) 

後日、臨時総会で承認審議 
承認 

4. 石川年度ファイヤーサイドミーティング

(家庭会合)の件 

6月 1日、2日、3日へ延期。 

状況に応じ会食の可否検討。 
承認 

5. 2021年決議審議会決議案提出の件 本年度、提出なし。 承認 

6. その他 (報告) ・6月 1日を休会。8日.15日.22日.29日開催 

(例会行事予定については後日配布) 

・第 11回役員理事会 6月 8日 

・現次年度合同役員理事会 6月 22日 

承認 

 

／委員会報告：                                                                                      
 

クラブ会報・雑誌委員会 齋藤孝之輔 委員長  

ロータリーの友５月号をご紹介いたします。当社 7 名のフィリピン人が働いているの

で、横書き P.7のバギオ基金に目が留まりました。過去にはバギオ出身の研修生も 2名お

りました。研修生の面接や商売の関係でフィリピンに滞在したことも何度かあります。ロ

ータリーのマークも身近に感じていながら深く知らず、今後はもし行く機会があればフィ

リピンでお昼ご飯を食べて来たいと感じました。 

P.30｢大人の着こなし図鑑｣(テーマ：衣替えの準備)では、衣替えの際のメンテナンスが

書かれています。虫は高い服から食っていきます。いざ着ようと思った時に、穴が開いて

いて痛い思いをした経験があります。是非、衣替えの際はこちらをご参考にされると良い

かと思います。 
 

石川一昭 会長エレクト 

ファイヤーサイドミーティングを 6月に日程を変更して開催することになりました。 

6月 1日(火)18：00～ 会場：三条ロイヤルホテル 

6月 2日(水)18：00～ 会場：日本料理 魚長 

6月 3日(木)18：00～ 会場：餞心亭 おゝ乃 

ご案内を配らせてもらっておりますが、ご自分の所属委員会の開催日にご都合の悪い方

は他の日程のご都合の良い日にご出席いただきたいと思います。 

尚、各委員長に配布しておりました事業計画書の締切も、6月 1日(変更前)から 6月 8

日に変更いたしますので、よろしくお願いいたします。 
 

 

 

 

 

 

 

星野 義男 君 ロータリー財団に協力します!! 吉田さんの卓話に感謝して。 

中原 尚彦 君 財団に協力します。 

早川 瀧雄 君 朝、散歩を始めました。３日坊主にならないよう努力します。 

ＢＯＸに協力です。 

   

吉田 文彦 君 米山に協力します。 

渋谷 義徳 君 武田米山奨学委員長に協力します。 

米山 忠俊 君 ＢＯＸに協力します。 

武田 恒夫 君 吉田さん、ありがた～いお話、楽しみにしています。 

１１日現在累計  １９８，０００円 

ロータリー財団 BOX 

１１日現在累計  ２３５，０００円 

米 山 奨 学 B O X  
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・本 日 の行 事 ： ｢職場紹介｣                                                
 

にいがた南蒲農業協同組合 会長  吉田 文彦 会員 
 

はじめにそもそも「ＪＡ」とは いわずもがな 農業協同組合 

(Japan Aguri cultural Co-operatives ) 
 

農業者が出資し設立した協同

組合。生産技術の向上・生産コス

ト削減・農産物の有利な販売を

めざし生産技術の向上では 品質を上げる 品質

を均一化する 収穫量を上げる ことが主な目的

であったが時代とともに少しずつ目的も対処方法

も変化してきた。 

今日の生産技術向上では、栽培はもちろんです

が、「安全」に重点が移って来ております。例えば

農薬、間違った使い方をすれば「事件」扱いとなり、

違反者ばかりでなく共同出荷している農産物にも

影響が及ぶ場合もあります。実際にＨ１４「ダイ

ホルタン」のときは過去には許可されていた薬剤

が使用禁止となっていたにもかかわらず「効果が

高い」と使用した者がいたことと在庫を販売継続

した業者がいた。発覚後、県が示した指示は成分

分析検査をしないと出荷は許可しないというもの

で、一検体２時間以上検査に時間が掛かることか

ら実質不可能となり、その品種はすべて廃棄処分

となった。現在はいつ〇〇という農薬を○○ccど

のように使用したかという栽培履歴書を品種ごと

に提出を求め、内容

を検証してから集

荷・販売しています。

また、本人は使用し

ていなくても「ドリ

フト」と呼ばれる隣

の農地で使用した農

薬が風などの影響で掛かってしまうこともあり、

農産物の農薬検査も定期的に実施しています。 

生産者も農薬の使用を抑える傾向が強まってお

りますが、無農薬の農産物は虫害や病気にかかり

やすく「見た目」の悪い物が多くなり、苦労して栽

培する割には価格・評価が高くないのが現実。一

部の健康に関心の強い方には好評だが「きれいな

もの」から売れる実態がある。 

 

生産コスト削減 

 以前、コメの価格が高かった頃には土地の土壌

特性に合わせた三条用とか下田用など数多くの肥

料銘柄があり、それらを使用した農産物には付加

価値がついた時期もあったが、コスト高につなが

石黒 隆夫 君 吉田さん卓話ありがとうございます。 

テレビクルーは来ていませんが、よろしくお願い致します。 

本田 芳久 君 吉田会員の卓話、楽しみです。ＢＯＸに協力です。 

中原 尚彦 君 吉田文彦会員、本日の職場紹介、楽しみにしております。 

羽賀 一真 君 吉田文彦職業奉仕委員長、この時期は田植えでお忙しい中、また連休明けなので 

お忘れではないか？心配しておりました。本日の卓話、ありがとうございます！ 

吉田 文彦 君 本日、職場紹介の当番です。早めに終わる様努力します。 

外山 裕一 君 COVID-19がだんだん近くに来ています。皆さん、気をつけてください。 

森  宏 君 本日午後、2回目のワクチン接種受けます。 

大野 新吉 君 本日の卓話 吉田会員さん、宜しくお願いします。大変ご苦労様です!! 

佐藤 義英 君 吉田さん「ただいまーと」の常連です。ＢＯＸに協力!! 

丸山 勝 君 協力。 

石川 勝行 君 本日の卓話 吉田さん、よろしくお願い申し上げます。以上 

石川 友意 君 吉田さん、卓話ご苦労様です。 

落合 益夫 君 ＢＯＸに協力。 

石川 一昭 君 いよいよコロナワクチンの接種を 5/24にうちます。ようやく少しは安全です。 

もう少しのガマンです。皆さん頑張りましょう。吉田さん卓話感謝致します。 

   

１１日現在累計  ９４０，０００円 

ス マ イ ル B O X  

B O X  
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り現在では県下統一肥料でコストを下げ、不足す

る成分は必要なだけ別に補う手法でコスト低減を

図っております。何の成分が不足しているかの土

壌診断もＪＡで行っています。また、経営規模拡

大や圃場の大型化、農業機械の大型化に合わせ大

型規格（１ｈａ用や１０ｈａ用、中には２００リ

ットルのドラム缶仕様など）を作り生産コスト低

減に当たっています。農機具もスマホと同様機能

満載で作られておりますが、ほとんど使わない機

能が多く価格が高いという声が多く、アンケート

で要望の強い機能だけの低価格農機具をメーカー

にで２０００台（全国で）発注。（数社のメーカー

が入札）通常モデより 2割程度コスト削減。 

農産物の有利販売  

生産された農産物のＪＡ集荷率を上げ量的に有

利な価格交渉に当たるほか、珍しい品種や独自の

栽培方法の農産物などは直売所やスーパーのイン

ショップなどでも販売しております。 

余談となりますが２０年ほど前までは大手のコ

メ卸（木徳・神明・ヤマタネ）や丸紅・三菱商事な

どコメを扱う商社が年に２回ほど産地ＪＡに「今

年も新潟産コシヒカリを扱わせて頂きたい」と訪

問を受けていましたが、いつしかこちらからＪＡ

の栽培指針や今年の生育状況・品質・作柄などを

報告に上京し「今年も是非当ＪＡのコメをお取り

扱いください」とセールスに回るようになりまし

た。以前は売りっぱなしの殿様商売でしたが、今

ではスーパーなどでの特売にはマネキンや生産者

を派遣したり、特売のぼり旗や販促グッズを提供

するなど、コメ消費が低迷するが故の形勢逆転と

なっています。 

その他として生産に係る農業融資。ご存じのと

おりコメは年一回。野菜なども年に数回しか収穫

がありません。販売代金が清算されるまでの繋ぎ

の運転資金の融資や規模拡大や農地の取得などに

は国の制度資金の転貸など金融事業でも生産をバ

ックアップしております。 

また、農家といえば３世代同居や大所帯の家も

珍しくありませんでしたし、自宅の他作業場や納

屋など建物も多く、農業用トラックから自家用車

まで一家に４台５台と複数台所有もあり「ひと・

いえ・くるま」の保障として共済契約も一軒当た

り数多くありましたが、少子化・核家族化で人

も車も減少し契約数も減少傾向となっていま

す。 

 

 

生活の向上（中山間地でのライフライン） 

当ＪＡではプロパンしかやっておりませんが、

ガソリンスタンド・プロパンガス・生活センター

（スーパー）など他業者の居ない地域では、経営

は赤字であっても過疎地のライフライン機能を担

っているＪＡも全国には数多く、実際には「辞め

るに辞められない」ところが多くあります。山間

地ばかりでなく広大な北海道ではガソリンスタン

ドまで何十キロもあるところも多く、農家だけで

なく一般の住民からも要望が強く、中には過疎地

対策として行政から補助をうけて継続していると

いう話はよく聞かれます。  

 

ＪＡと農業が抱える課題 

(生産・販売)    

食の多様化と人口減少（少子高齢化）でコメの

消費量は年々減少を続け、コロナ禍で一層消費が

落ち込みコメ余りの状況。今年産米の米価下落は

避けられない状況。後継者不足で農地を引き受け

てきた大規模生産者や農業法人も限界に近付いて

おり、作り手の居ない作付放棄地の増加が懸念さ

れています。林業が廃れば少しの雨で山崩れが発

生するように、田んぼが荒れれば降った雨を一時

的に田んぼに貯めるダム機能が損なわれ水害が発

生しやすくなる。担い手不足が続けば「原風景」と

云われ人気の棚田も維持が難しくなる。  

コメの消費低迷で米価は下落し、新潟県の農産

物販売高は年々減少中。花角知事「コメの一本足

打法から園芸との複合経営」を。ただ、高齢化した

農業者は「今さら畑仕事で一年生か？」と敬遠。コ

メ作りは機械化が進んでいるが園芸は機械化が遅

れていて高齢者にはキツイ作業が多い。また新潟

県には降雪という自の壁があり、１２月から３月

まではハウスも難しい。この冬も現実に雪による

ハウスの倒壊が発生しました。  

米どころ新潟・コシヒカリ神話にも変化が。（温

暖化と品種改良で東北・北海道産の食味が向上し

産地間の競争が激化してきている。「ゆめぴりか・

ななつぼし北海道」「「つがるロマン青森」「つや姫・

はえぬき山形」など新潟産コシヒカリと同等ある

いは上回る価格の新品種が人気となっております。 

新潟県の新品種「新之助」も大粒で噛み応えや食

味も良く、さらに気象条件に左右されない高品

質と安定した収穫量、作りやすさで生産者の評

価も高く、昨年秋に価格を見直ししたことで販

売も伸び始めています。 
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新潟産コシヒカリは今でも定番中の定番ですが

昔の神話のような力は無くなってきているという

のが実感です。 

ＪＡでは一定の品質のものを多く集荷し｢ＪＡ

にいがた南蒲産の○○｣という名前で、量を盾に一

円でも高く販売する手法を取ってきましたが、イン

ターネットの普及とともに個人の評価を求める傾向

が高まってきてＪＡを通さない直接販売が増加。

若手の後継者にその傾向が強くなってきている。 

ただし、一昨年のように気象条件が悪く品質が極

端に悪化した年や大豊作で価格が低迷するとＪＡ

への出荷が増加する皮肉な状況が続いて 

おります。この傾向にＪＡがどう対処す 

るかも今後の課題となっています。 

 

(ＪＡ)地域の農業を支えて来たＪＡにも環境変化の波 

地銀の合併でもわかるように長引く超低金利政

策で金融事業者の運用収益が減少しＪＡ収支が

徐々に悪化。農産物価格の下落傾向のなか、生産

者の高齢化・担い手不足という課題を抱えつつも

南蒲産農産物の生産量を落とさないよう収益を削

っても農業・農業者を支援してきたＪＡも、信用

共済事業の収益悪化で経営が厳しくサービス低下

の危機を迎えています。 

 コロナの影響もあってキャッシュレス化が一層

かつ急激に進むことから店舗を集約（１８支店を

８支店に）平成１３年現在のＪＡが発足時には３

３支店あったものが２０年で８支店へ。課題は高

齢者が多いＪＡの組合員に対してキャッシュレス

をいかに普及していくかということになる。また、

金融店舗以外でも農機センター・車輛センター・

資材店舗も集約を進めて対応予定。 

 しかし、合理化にも限界があり、経営基盤を強化

し持続的に農業を支えられる協同組合を目指し合

併の協議を行っております。目標としては新潟県

内２３ＪＡを５ＪＡへ(下越･中越･魚沼･上越･佐渡) 

農業もＪＡも厳しい環境下にありますが、人間

の命の源となる食糧を生産する農業の営みを停め

るわけには参りません。 

がんばります。 
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4 月 23 日配信の「感染防止に関する更なるお願い」について 5 月 16 日以降はどうすればいいのか

とのお問合せをガバナー事 務所にいただいております。配信文章下段に記載した通り、各クラブの

活動地域の感染状況を考慮し、新潟県の警報や地元自治体の指針に合わせて、会員や家族・従業員

の皆さまの安全を第一に考え、感染防止対策を心掛けた例会・奉仕活動をお願いします。 

未だいつ・何処で・誰が感染しても不思議ではありません。感染された方はもちろんですが、濃厚

接触者になられた方でもその精神的負担はかなり大きいと思います。ぜひ、皆さまには感染防止は

もちろんのこと、濃厚接触者・陽性反応者の方々に対し、四つのテストとともに寛容の心をお持ち

くださるようお願いします。 

 

お名前・家族構成  

今井克義 (77才) 、妻 房子  
 

趣味をお持ちでしたらお聞かせください  

1.高校時代図書館で、柴田錬三郎の「眠狂四郎」に始まり、山本周五郎・

藤沢周平・池波正太郎などの時代小説の虜になる。77 才の今でもくり

返し楽しんでいます。 

2.歌は軍歌のみ。祖父は日清・日露の戦いに参加した軍人の端くれで、両

親も明治生まれだったので、子守り歌は軍歌で育つ。今でも朝と晩の

入浴では、「同期の桜」「麦と兵隊」などを怒鳴り散らしています。 

3.食べ物はほとんど好き嫌いはなし。 

唯一つ絶対に駄目な物は「パクチー」 

アルコールはビール・日本酒・ワインを学生時代から楽しんでいたが、

最近はたまにノンアルコールで我慢することもあります。 

4.スポーツはゴルフ。但し２０年位前なら真っ先に書いたはずだが、今では

岡田大介さんとブービーを争う始末。岡田さんいつまでも仲良くですよ。 

 

新しい生活様式にどう対応されていますか？  

コロナ対策にはできるだけ注意はしているつもり。但し時には知遊堂などで

人の視線を強く感じて、マスクをしていないことに慌てることあり。 

反省をしています。 

 

入会のきっかけ＆思い出  

三条クラブが創立 30 周年に 3 番目のクラブ設立をと、中條さんと梨本

さんが活動されていた時、本寺小路のある小料理店で梨本さんから声をか

けられたことが切っ掛け。私がアルコールを呑んでいなければ入会しなかっ

たはずだが、「ゴルフをする会員もたくさんいますよ」との一言で入会を決め

る。但し私一人では心細いので、親友の佐藤義英君・米山忠俊君・本間建

雄美君等に声をかけて一緒に入会をする。今考えると本当にたくさんの素

晴らしいメンバーとのお付き合いができて、入会は大正解！！ 

皆様これからもどうぞ宜しくお願いいたします。 

Katsuyoshi 

Imai 
  

 

5 月 16 日以降の活動について                         ガバナー レター vol.12より 

 


