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皆さんこんにちは！先週 16 日

にガバナー指名委員会で当クラ

ブの米山忠俊さんが 2023-2024

年度のガバナーに正式に指名さ

れました。当北クラブにとって

中條耕二さん以来のガバナー輩

出クラブになりました。これか

らいろいろと多忙になると思いますがとりあえず

は目先の行事を粛々と行って行きたいと思います。 

さて、先週末ゴルフ同好会の第４回ゴルフ大会

が行われました。結構熱かったと思いきや海側の

ゴルフ場で風があり猛暑という程ではありません

でした。そんな中見事優勝を勝ち取ったのは大橋

桂子さんでした。 

８６で回られました中山正義さんと同スコアで

したので年齢順で中山さんがベスグロを取りまし 

た。残念ながら大橋さんはセカンドベスグロ賞でした。二人とも８６で回られたことに驚きです！私は

大橋さんと岡田幹事と一緒にプレーしました。大橋さんのショットの音がすごいです。女子プロの音で

したね！ドラコンは総取りでした。レディーステーから打ったとしても男の我々が打った遥か１００ヤード

以上先に飛んで行きました。 

私たち７１歳と６７歳のおじいちゃんに遠慮というものを知らないようです！大橋さんにロータリー

の先輩後輩の関係をもう少し勉強をしてもらいたいです！しかし大橋さんに「あっぱれ」です。 

また、明日２１日からはいよいよオリンピックが始まります（ソフトボールと女子サッカー）が開会

前に始まりますが東京都は毎日１,０００人以上のコロナ患者が出てます。何とか無事終了いして頂き

たいと思います。皆さんはどうぞ家でテレビの前でお応援してください。大きい声は出さないで心の中

で叫んでください。以上 

 

 

・地区ロータリー財団委員長より、｢2021-22年度地区補助金オリエンテーション開催のご案内｣ 

日時：8月 28日(土)10：00～12：00 会場：長岡グランドホテル 

｢第 1回ロータリー財団セミナー開催のご案内｣ 

日時：8月 28日(土)13：00～15：50 会場：長岡グランドホテル 

・高尾ガバナーより、｢高尾年度ロータリー防減災セミナーのご案内｣ 

日時：8月 28日(土)13：30～16：00 会場：長岡市立中央図書館講堂 

｢第 2560地区国際奉仕フォーラム中止のご案内｣ 

 

例会日 ２０２１. ７. ２０ №１６３２ 

 

会長：石川一昭  幹事：岡田大介  ＳＡＡ：花井知之 

◆本 日 の 行 事：「職場紹介」 

◆本 日 の 出 席：５８名中３６名 

◆先々回の出席率：５８名中４８名 82.76％ 

（前年同期 88.52％） 

◆先週のメークアップ(敬称略)： 

7/14 三条 RC  外山晴一、石川一昭 

7/17 第４回ゴルフ大会   １６名 

7/19 三条南 RC 外山晴一、石川勝行 

田中耕太郎、今井克義、樋口勤 

＊本日の配布書類等 

・ガバナー月信７月号(閲覧) 

・週報 No.１６３１ 

・2020-21 年度 ＩＭ報告書 

「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」   

「ロータリーを学び、ロータリーを広げよう。｣  

「今こそ見せようロータリーの底力
ち か ら

を！」    No.3 

 
 

●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 
 

シェカール・メータ  RI 会長  

第 2560 地区：高尾茂典ガバナー  

三条北 R C ：石川一昭会長     

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 

会長挨拶：石川一昭 会長 

幹事報告：岡田大介 幹事 
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三条印刷株式会社 取締役会長 渋谷義徳 会員  

⚫ 印刷産業とはなにか 

印刷とは「版を媒介にして、文字や図などを紙等にイ

ンキで定着させ、複写物を高速大量に製造する行為」と

定義でき、印刷自身とそれに付帯する業種を総称して

「印刷産業」と呼ぶ。 

総務省統計局統計センターによる「日本標準産業分類」では、印刷産

業は、製造業の「印刷・同関連産業」に組み入れられていた。「印刷・

吉田 文彦 君 羽賀財団委員長に協力。  

羽賀 一真 君 梅雨明け後の連日の猛暑。熱中症に注意です。  

石黒 隆夫 君 今年度の米山奨学生はハンガリー出身のサボー,ペーテル君です。まだ来日 

できませんがよろしくお願い致します。渋谷さん卓話楽しみにしています。 

花井 知之 君 少ないですけど協力します。 

落合 益夫 君 ＢＯＸに協力。 

羽賀 一真 君 隣に座った吉田委員長、財団へのご協力ありがとうございます。 

吉田 文彦 君 石川年度スタート早々欠席続きとなりおわび申し上げます。 

今年度も米山へのご協力をよろしくお願いします。 

渋谷 義徳 君 本日の卓話の機会をいただき厚く御礼申し上げます。 

感謝！感謝！これ本当の気持ちです。 

松山 浩仁 君 渋谷さん、本日は卓話よろしくお願いします。 

大橋さん、ベスグロ優勝、そして数々の賞品総どり、おめでとうございます。 

石川 一昭 君 本日の卓話、渋谷会員よろしくお願い致します。 

岡田 大介 君 渋谷さんの卓話に感謝。 

佐藤 義英 君 渋谷さん、卓話御苦労様です。ＢＯＸに協力!! 

星野 義男 君 三条印刷 渋谷会長さんの職場紹介に感謝して!! 

早川 瀧雄 君 渋谷義徳会員の卓話楽しみです。 

中原 尚彦 君 渋谷義徳さん、本日の職場紹介よろしくお願いします。 

渕岡  茂 君 渋谷さんの卓話、楽しく聞きます。 

石川 友意 君 渋谷さん、卓話ご苦労様です。 

森   宏 君 7/17 のゴルフでは 3 位をいただきありがとうございました。ドラコンに 1 回名前書き

ましたが、当然大橋さんに抜かれると思ってました。 

米山 忠俊 君 書中お見舞い申し上げます。 

渡辺  徹 君 暑いです。 

外山 裕一 君 ＢＯＸに協力。 

田中耕太郎 君 ＢＯＸに協力です。 

本間建雄美 君 本日の職場紹介、渋谷義徳様楽しみです。又、ニコニコＢＯＸを皆様宜しくお願いします。 

金子太一郎 君 本日、渋谷さん卓話、楽しみにしております。 

７月２０日現在累計  １３，０００円 
ロータリー財団 BOX 

７月２０日現在累計  ７２，０００円 
ス マ イ ル B O X  

B O X  

本日の行事 ： 職場紹介 

７月２０日現在累計  １６，０００円 
米 山 奨 学 B O X  

本社事務所 
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製本業」は、旧通商産業省においては生活産業局紙業印刷業課の所轄だ

ったが、経済産業省発足に伴って、商務情報政策局文化情報関連産業課

の所轄となり、ゲームソフト、映画、映像産業、広告代理業のコンテン

ツやそれらの加工業が属するカテゴリーに分類されることになった。 

このことはまさに印刷業が、生活文化や情報伝達を支える産業として

新たな時代に入ったことを示している。 

自主的・計画的に製品を製造できない受注型製造企業である。他方印

刷産業は、受注型製造業であるとともにサービス業という側面も併せも

つ。それは、目に見えない顧客のアイデアや企画を「印刷物」という具

体的なモノに“変換”し、それによってたとえば、顧客の販売促進活動

や企業イメージの向上、さらには情報発信の役目を担っているからです。 

印刷業を、アイデアや企画の“変換サービス業”と定義しなおせば、

現在の印刷を、紙にインキを定着させるだけの「業」と限定できない。

インターネットのウェブ、CD/DVD 電子文書、データーベースといった「電子

化」もみんな、印刷「業」の範疇に含まれてしかるべき、なのである。 

● 印刷産業は情報・メディア産業なのか？ 

情報メディア制作の中心的役割を果たすことで情報・メディア産業の

一員に。印刷産業の現状は情報・メディア産業の一員と呼ぶのではなく、

むしろ情報・メディア産業の“外郭産業”と言った方が適切かも知れな

い。 

⚫ ウェブ（Web）時代の印刷業の可能性 

ウェブ発信も仕事領域のひとつに取り込むならば、印刷業はコンテンツ

産業の中核として位置することも可能である。 

クロスメディア展開をサポートできる印刷業。メディアプロデュース。 

最適な情報発信のサポート。 

 

大切なメッセージを美しい形で伝えます 
オフセット印刷物の企画・デザイン・印刷製造と Web コンテンツやサ

イトの制作、クリエーティブソリューションを重視し、企画提案、デザ

イン制作、印刷製造までをオフセット印刷、デジタル印刷などの幅広い

技術を駆使して、ワンストップで顧客のニーズや期待に応えた製品印刷

物を提供できます。 

従来の文字・図版や写真・画像による「紙や物への印刷や加工」のみならず、インターネットや新電

子媒体の分野において、デジタルコンテンツ制作を始めとするさまざまなサービスを提供できます。 

       

    

 

・本社 三条市元町 9-3（北三条駅前通り） 

・支社・支店・営業所 

新潟市、長岡市、湯沢町、上越市 

群馬県高崎市 

 

・創業   明治 41年(1908年)1月 1日 

・会社設立 昭和 11年(1936年)3月 12日 

・従業員  営業 23名・技術職員 62名・ 

事務職員 13名・その他職員 6名 

合計 104名(令和 3年 6月 15日) 

栄工場 

高速オフセット多色印刷機  

ＣＴＰプレートセッター 

ハイエンドデジタルプリンター  

大判インクジェットプリンター 

 

のあらまし  
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【主たる営業品目】 

・製品印刷物 

  チラシ、カタログ、パンフレット、ポスター、パッケージ、 

包装紙、書籍、雑誌、新聞、公報紙、社内報、事務用伝票、 

連続帳票、ステッカー、シールなど 

・広告宣伝、販売促進ツール 

企画、デザイン、制作プロデュース、Web コンテンツ制作、   

ホームページメンテナンス、PR コマーシャル映像などの

制作、屋内外看板、案内板の企画施工 

・広告代理業務 

BSN新潟放送代理店 

テレビラジオ番組、コマーシャルの制作、放送 

FMラジオ新潟代理店 

 ラジオ番組、コマーシャルの制作、放送 

新潟日報複代理店 新聞広告制作、掲載 

 

【製品・サービス】 

・商業印刷・・・伝えるスタッフワーク            

［サービスの一例］ 

ポスター・パンフレット・ガイドブック・カタログ・  

チラシ・DMなど 

・広報・書籍・ビジネスフォーム・・・速く、広く、正しく 

［サービスの一例］ 

自治体広報・社内報・記念誌・アルバム・名刺・封筒・伝票など 

・デジタルメディア・映像・・・応えるクロスメディア 

［サービスの一例］ 

Webデザイン・デジタルブック・CM・PVなど 

・プロモーション・PR・・・売れるための仕組み作り 

［サービスの一例］ 

販促企画・PR計画・インセンティブ 

（ノベルティープレミアム）など 

作品紹介【受賞履歴】 
⚫ 第４２回 令和２年度 PRコンクール  

ポスター部門 最優秀賞 三条信用金庫様「創立１２０周年記

念定期預金ポスター」チラシ・パンへレット部門で優秀賞 

「がんを知るセミナー１０周年記念誌」を受賞 

⚫ 第４０回 信用金庫 PRコンクール 

ポスター部門 最優秀賞『全信懇会長賞』を受賞 

⚫ 平成３０年度新潟県広報コンクール 

一枚写真の部と組み写真の部で県知事賞を受賞 

三条市の広報紙「広報さんじょう」が「１枚写真の部」と 

「組み写真の部」の２部門で最高賞となる「県知事賞」をＷ受賞 
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⚫ 「日本タウン誌・フリーペーパー大賞 2018」。 

「第６回ふるさとパンフレット大賞」入賞 

日本地域情報振興協会主催 群馬県沼田市「天空の城下町 真田の里 沼田」が 

「自治体 PR部門 最優秀賞」および「リーダーストア賞」 優秀賞をＷ受賞 

⚫ 平成２５年度 

「第６２回日本観光ポスターコンクール」入賞 

日本観光振興協会主催「平成２５年度第６２

回日本観光ポスターコンクールの審査会で、

応募総数１８９作品の中から新潟県観光協会  

「うまさぎっしり新潟」が入賞 

 

『コンクール受賞歴』 

・「伊香保温泉 観光ポスター」第５８回日本観光ポスターコンクール銀賞・日本観光協会会長賞受賞 

・「村上市観光ポスター」第５６回日本観光ポスターコンクール銀賞・国際観光旅館連盟会長賞受賞 

・「うまさぎっしり新潟 対決ポスター」 第５３回新潟広告賞優秀賞受賞  

『コンペ採用実績』 

・「ぐんま県境稜線トレイルロゴマーク」 群馬県様  

・「平成３０年度 新潟県警察官募集ポスター」 新潟県警察様 

 

お客様のためにトコトン考えて！いろんな仕事をお手伝いします 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レーザーカッターで新感覚のものづくりワールドへ！ 
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三条印刷のマルチカット・ラボは 

レーザーカッターを使って企業や個人の「ものづくり」をお手伝いする、 

まったく新しいスタイルのデジタル創作工房です。 

個性的で自由なものづくりの発想を、最先端のレーザーカッターで実現してください。 

     

 

紙製品の用途 

●POP ●ディスプレイ ●名刺 ●DM  

●ポップアップカレンダー ●カレンダー  

●ペーパークラフト ●ステッカー など 

 
 

 

三条印刷は時代に合わせた情報産業の担い手として、 

より高いクリエイティブ活動と提案力を礎とし、 

印刷技術により信頼に応える製品をお届けします。 

「顧客のニーズと期待に応えた印刷物とサービス」を提供することで、 

社会・お客様・印刷産業の三者の利益を追求します。 

皆さんの応援を切にお願い申しあげます。 
 

 

 

８月  のお祝い 

会員誕生日 齋藤孝之輔、 石丸 進、 星野義男、 加藤 實、 福岡信行、 梨本文也 

 

ご夫人誕生日 石川千鶴、外山文佳、中原美代子、森 由実、田中雪江、石川みや子 

小林明美、星野雪枝、 丸山夏子 

 

結婚記念日  外山裕一・文佳、 松山浩仁・亜戸            (敬称略) 

４回  ゴルフ大会  開催日：7 月 17 日(土) 場所：中条ゴルフ倶楽部 

参加者：中山正義、森 宏、坂内康男、外山晴一 

中原尚彦、落合益夫、坂本勝司、松山浩仁

宮川雄一郎、花井知之、石丸進、大橋桂子 

石川一昭、武田恒夫、岡田大介 (敬称略) 

優  勝：大橋桂子 会員 

準優勝：中山正義 会員 

３  位：森 宏  会員 

＊精密なデザイン ＊自由なアイデア ＊素材のバラエティー 

 

 

 


