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会長挨拶：渋谷義徳会長  

皆さんこんにちは。 

先週のクリスマス例会には、

大勢の会員と７組のご夫婦

の出席をいただき大変あり

がとうございました。燕三

条エフエムの「さとちん・

ひとちん」の出演があり、

大変盛り上がり楽しいひと

時を過ごせました。親睦活動委員会花井委員長は

じめ委員の皆さまのごくろうに感謝申し上げ厚

くお礼申し上げます。 

本日の例会に、株式会社みのわ 箕輪社長様と為

永常務様のお二方にお出でいただいております。

卓話よろしくお願い申し上げます。 

今日は１２月２６日で本年最後の例会開催にな

ります。７テーブルが満席になるほど多数の出席

をいただきありがとうございます。先週のクリス

マス例会で、金子直前会長から「もう半分が過ぎ

たので、これで大分楽になったでしょう？」と言

われた時に、返した言葉が「半々の気持ちです」

と答えました。と申しますのは、主だった行事は

ほとんど終わっていますので、その面ではもう上

半期が終わったという安堵感があり、この６ヶ月

は早かったなと感じますが、反面、未だ６ヶ月あ

るのだ、長いな～という感じが入り混じっている 

からです。とはいえ、ここまで怪我もなく病気もせずに、本年最後の例会を迎えられましたのは、

皆さまの励ましや支えをいただいたお陰とありがたく思っております。 

話が変わりますが、今年の世相を表す漢字一文字「北」にふさわしく、１２月２４日開催の日本中

央競馬会「有馬記念レース」（競走馬のオールスター戦）で、歌手の北島三郎大御所の持ち馬、「キ

タサンブラック号」が優勝し、引退レースとして有終の美を飾ることができました。私はテレビ画

面に向かって「行け、行けこのままゴールを駆け抜けてくれ」と祈る気持ちで一杯でした。肝心の

馬券は二着馬の予想が的中しなくて馬券は損をしましたが、大きな感動を受けたので大満足です。 

また、１２月２２日で発売締め切りになりました年末宝くじを「ジャンボ・ジャンボミニ・ジャン

ボプチ」の三点セットを連番で購入しましたので、抽選発表をワクワク、ハラハラしながら楽しみ

本日の行事：卓話「時代対応力」 

◆本日の出席：６５名中３６名    

◆先々週の出席率：６５名中４７名 72.31％ 

          （前年同期 74.24％） 

◆本日のゲスト： 

 株式会社みのわ 宝石みのわ 

        社長 箕輪 泰章 様 

        常務 為永 智哉 様 

                 

◆先週のメークアップ（敬称略） 

 １２月２０日三条ＲＣ 山崎 勲 

岡田 健、羽賀一真 

    ２１日川瀬年度地区大会実行 

委員長会議 金子太一郎 

    ２１日三条東ＲＣ 石川勝行 

佐藤弘志、高橋彰雄、山崎 勲

石川友意、中條耕二 

    ２１日燕ＲＣ 加藤 實、石川友意 

    ２５日三条南ＲＣ 石川勝行 

高橋彰雄、樋口 勤  

＊本日の配布書類等  

・週報№1481・1482 

　　  2017-2018年度 
　　国際ロータリー会長：イアンH.S.ライズリー「ロータリー：変化をもたらす」

　　第２５６０地区ガバナー：新保 清久「クラブと地区の変革をめざそう」

　　　　　　　　　－ＭakingＡＤifference in Ｃlub and Ｏur Ｄistrict－

三条北ロータリークラブテーマ
　　 　　　「ロータリーの魅力を再確認し、ともに変化をもたらそう」

　例会日：火曜日12：30～13：30

　例会場：三条ロイヤルホテル　℡34-8111

ＳＡＡ ：松山　浩仁 　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 ＡＤ：north@sanjo-nrc.org

例会日　２０１７．１２ ．２６     　　　　　　累計№１４８３ 　　当年№２４

会　長：渋谷　義徳　　　　　　　　
幹　事：石黒　隆夫　　　　　　　　　
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ます。例会の挨拶で皆さんにお知らせした手前、実行せずにおれなくなり、年賀状を書き上げぎり

ぎり昨日の夜に投函してきました。残りは部屋の大掃除と物の整理があります。今年一年お世話に

なった物や部屋に感謝を込めて、一年を締めくくりたいと思っています。 

最後になりますが、今年、皆さまとお会いできますのが今日で最後になります。一年間大変お世話

になりました。来年も一層のお力添えをお願い申し上げます。 

どうか皆さん良いお年をお迎えください。ありがとうございました。  

 

幹事報告：石黒隆夫幹事 

・日本事務局より ロータリーレートについて 

         １月より１ドル＝１１４円（現行１１２円） 

・新保ガバナーより 第２５６０地区ガバナーノミニー決定のお知らせ 

           ２０１９－２０年度ガバナー 高田ＲＣ 大谷光夫氏 

          ２０１８年度ガバナーノミニー推薦のお願い 

            ２０２０－２１年度ガバナー候補者を推薦して下さい。 

                  決議案提出のお願い 

・地区米山記念奨学委員長より 第２回委員長セミナー開催のご案内 

          日時 2018年 1月 27日(土)12：00～  会場 ホテルオークラ新潟 4Ｆ 

・川瀬ガバナーエレクトより 会長エレクト研修セミナーのご案内 

          日時 2018年 3月 24日(土)9：30～  会場 ジオワールドＶＩＰ                  

・新保ガバナー、地区米山記念奨学委員長より  

「ロータリー米山記念奨学会 50年のあゆみ」送付について（事務局にあります） 

・川瀬ガバナーエレクト、三条ＲＣより 事務所移転のお知らせ 

  三条ＲＣとの合同事務所として１／５より 三条市元町 2-16 越前屋ホテル内 

  三条ＲＣはガバナー事務所閉鎖後は信用金庫本店に戻ります。 

  三条ＲＣ例会場は変更ありません。信金本店ですが、記帳受け付けは越前屋ホテルとなります。 

・吉田ＲＣより 涌井会員葬儀のお礼 

        古井辰禧会員訃報 通夜  12月 27日(水)19：00～ 

                 告別式 12月 28日(木)10：00～ 

                 会場  セレモニーホール飛燕 

 

＊＊＊＊＊ロータリー財団ボックス２６日現在累計２３３,０００円＊＊＊＊＊ 

渋谷 義徳君 会長就任以来６ヶ月が経過いたしました。怪我も病気もなく来れました。

これからも宜しくお願い申し上げます。 

石川 友意君 ＢＯＸに協力!! 

岡田 大介君   〃 

石川 一昭君 今年１年間財団ありがとうございました。来年も宜しくお願い致します。 

＊＊＊＊＊米山奨学ボックス２６日現在累計３８５,０００円＊＊＊＊＊ 

中條 耕二君 樋口さんご推薦のみのわの社長さん、常務さんようこそお出で下さいました。 

2560地区ではお父さんが大活躍です。 

佐藤 秀一君 本年最後の例会ですので協力です。 

武田 恒夫君 本年一年間ありがとうございました。来年も宜しくお願いします。 

米山 忠俊君 吉田ＲＣ古井辰禧会員が 12/24に亡くなられたとの事。心よりご冥福をお祈

り申し上げます。生前大変お世話になりました。 

石川 勝行君 米山奨学に協力して 

渋谷 義徳君 会長就任してから６ヶ月が過ぎました。お陰様で怪我や病気もせずに来れま

した。これからも宜しくお願い申し上げます。 

渕岡  茂君 箕輪様、為永様、本日はありがとうございます。 
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坂内 康男君 今年最後です。皆様、米山ＢＯＸに協力大変ありがとうございました。 

＊＊＊＊＊ニコニコボックス２６日現在累計４８１,０００円＊＊＊＊＊＊＊ 

渋谷 義徳君 (株)みのわ社長箕輪泰章様、卓話ありがとうございます。就任以来６ヶ月が過ぎま

した。これまでは早く感じられましたが残り６ヶ月を長く感じるか、短く感じるか

は気持ち次第と気を引き締めて取り組みます。 

石黒 隆夫君 箕輪様、本日はようこそ三条北ＲＣへ。卓話楽しみにしています。12/28より新潟三

越で「神の手ニッポン展」があります。招待券がありますので興味のある方はお知

らせ下さい。 

松山 浩仁君 本年最後の例会です。１年間ありがとうございました。来年も宜しくお願いします。 

       箕輪様、今日は卓話宜しくお願いします。 

落合 益夫君 箕輪様の卓話に感謝します。 

佐藤 義英君 今年もいろいろとお世話になりました。皆様良いお年を!! 

斎藤  正君 今年もあと僅か 年を一つ重ねる事になりますが、会員の皆様にはご家族お揃いで

明るい年になりますよう祈っております。一年間ありがとうございました。 

石川 友意君 先週のクリスマス例会、ご利用ありがとうございました。本日の卓話、箕輪様に感

謝して!! 

森   宏君 クリスマスイブは病院で当直でした。 

大野 新吉君 今年最後の例会となりました。この一年大変お世話になりました。元気でしたら来

年も宜しくお願いします。本日の卓話“宝石みのわ”社長さんご苦労様です。テレ

ビ映りも良いけど・・・・本日は宜しくお願いします。 

丸山  勝君 ＢＯＸに協力します。 

星野 義男君 今年最後の例会に感謝して。無事でよかったです。 

羽賀 一真君 今年のクリスマスイイブも家族パーティーのあと子ども達が寝静まった頃

（と行っても夜明け前の早朝４時頃）おとうサンタさんが枕元にそっとプ

レゼントを置きました。念願の任天堂スイッチ」をもらって子ども達は大

喜びでした！おとうサンタさんは飲めないお酒を飲み過ぎて月曜の朝から

寝不足と二日酔いでした・・・・。 

 

本日の行事：卓話「時代対応力」株式会社みのわ宝石みのわ 社長 箕輪 泰章 様  

常務 為永 智哉 様             

講師紹介：樋口 勤会員 

高橋プログラム委員長の指示で私が公私ともにお世話になっている箕輪泰章様に卓話

をお願いしました。 

皆様ご存じの通り、２０１４年だと思いますが、全国有名社長を紹介するというダウ

ンタウンの番組で新潟代表として箕輪社長が取り上げられました。当時、人気グルー

プのＡＫＢ48 の峯岸みなみより知名度があるということでした。宝石業界に於いては

“宝石みのわ”は一つのブランドになっています。このような素晴らしい方から卓話をして頂きま

す。皆さん宜しくお願いします。 

 

「時代対応力」 

箕輪様 

「みのわみのわ宝石みのわ、

宝石はみのわにお任せ下さ

い」のキャッチフレーズで

２００１年からテレビＣＭ

をやらせて貰っています。

今日は私の相棒で常務の為永と一緒にさせて頂

きます。昔からの悪い仲間です。彼はＣＭには

出ていませんが、２人でＦＭ新潟で毎週金曜日

７時半から「ポルタジョイ」という番組をやっ

ています。日曜日「ブリリアントサンディ」と

いう生放送もやっています。 

今日は漫才のようになると思いますが、二人掛

け合いでやらせて頂きます。宜しくお願いしま
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す。 

為永様 

「みんなの為に」のため

ながです。皆さんの為に、

新潟の為に、もちろん(株)

みのわの為に。 

泰章社長と１８歳の時に

出会いました。大学でも

一番輝いていたのが泰章

社長でした。 

私は大学卒業後、服飾関係の業界に勤めました。

ただ大学の時から何時か一緒に仕事をやりたい

なという気持ちがありました。縁あって２９歳

の時にジェンメオミィムとい新しいお店の店長

として泰章社長と一緒に働くことになりました。 

いい部分、悪い部分を知っている上で一緒に働

きたい、協力したいと思いながら、今日までや

ってきました。宜しくお願いします。 

箕輪様 

「時代対応力」というテーマを頂きましたが、

三条の企業の社長さん、会長さんから私が聞き

たいくらいです。 

みのわは私の父が自宅の一室で宝石屋をはじめ

ました。普通に売れません。突然、父からＣＭ

に出ろという話があり、それが「みのわみのわ

宝石みのわ、・・・・」でした。いまから１６年

前大学生の時です。認知もされていないダサす

ぎるＣＭがなぜかヒットし、宝石も売れ始めま

した。 

８年前に為永が会社に来た時は「なんですか、

このダサいＣＭ」と言われましたが、なぜか時

代に合ったようで認知され「みのわ」のＣＭは

良くも悪くも認知されました。最近の若者には

認知されていません、これが時代の流れだと思

います。クレームやいたずら電話もあります。 

このままでは折角父が興した会社が持たないと

思い、ジェンメオミィムを始めて１０年になり

ます。 

ジェンメオミィムを知っている人いらっしゃい

ますか？ 

「宝石みのわ」とは全く違うシックな店にしま

したが先代の「宝石みのわ」があってのジェン

メオミィムです。若者層のブライダル部門を捉

えられましたので良かったと思っています。 

ジェンミオミームのコンセプトを為永常務から

させて頂きます。 

為永様 

イタリア語ジェンメオという言葉の造語です。

輝く宝石箱をイメージした外観にしました。ミ

ーム（ＭＹＭ）Ｍｙ Ｙｏｕｒ Ｍｅｍｏｒｉｅ

「貴方と私の思い出を輝く宝石箱の中でいつま

でも思いを持ちながらいて貰いたい」という願

いを込めて付けました。 

箕輪様 

実際、宝石みのわよりは伸びています。 

ＳＮＳの時代です。私の友達もお店に行って試

着してそれをネットで買います。私は接客して

貰ったのに申し訳ないと思うのですが、今はそ

ういう時代です。これに対応していかなければ

いけない。本当に厳しい時代だと思います。 

みのわのＣＭは今も継続しています。みのわが

無ければ私は、いろんな処にも出ることは無か

ったと思います。いろんなアーティストの方や、

武 豊さんも仲良くさせて貰って居ます。 

ジュエリー業界は 1/3 位に縮小しています。こ

の「みのわ」の名前を使って新しいチャレンジ

をしていきたいと思います。何をやれば・・と

悩んでいるところです。皆さんからヒントを頂

きたいと思っています。宝石以外のこと、新潟

が大好きなので新潟を何とかしていきたいと思

います。 

ＣＭの裏話ですが、カメラが回る前に私と父は

喧嘩が始まります。その中に挟まれて為永君は

大変だと思います。ただ自分でもすごいなと思

うのはカメラが回った瞬間に笑顔になります。 

為永様 

古き良き物を残すことは大切ですがそれを受け

継ぎながらより「かっこいいみのわ」を探すこ

と。８年前はただ大学の先輩と思っていました

が実際にお父さん（会長）とやっている。 

ＨＰ、フェイスブック、ツイッター、インスタ

グラム等これから先ＳＮＳといわれる物がいろ

んな宣伝をしてくる時代になると思います。こ

いう時代にどう適応していくか。テレビＣＭを

見ない、ラジオを聴かない若者達、テレビ番組

を録画するときにＣＭを除く録画をするという

人達に向けて、スマートフォンは一人１台は持

って居る時代のなかでどういう形で宣伝してい

くかどの人達に向けて株式会社みのわ宝石みの

わとジェンメオミィムふたつの色を配信してい

くかという時にユーチューブで動画を配信しま

した。片手で見られる、片手で情報が得られる

時代、今後もＳＮＳを使って配信していくのが、

有名な箕輪会長と社長をかっこよくプロデュー

スしていく事になるのでは・・・。ＨＰ、メデ

ィア関係を担当しているのが私なので、時代に

合わせたよりよい手法が出てくるのではないか

と思います。 

箕輪様 

テレビのお陰で認知度は上がりましたが、最近
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はテレビからＳＮＳに移っていると思いますが、

私はその方面は詳しくなくて悩んでいます。今

の若者は外に出ない、家でずっとスマートフォ

ンをいじっている。私はこういう事には反対で

すが流れがそうなので対応しないといけない。 

新潟テルサで年に２回展示会をやっていました。

ＣＭは県内全部に流れているのにもったいない

と思い長岡で始めました。長岡は下越より皆さ

ん温かい。上越も、できれば三条でもやりたい。 

地区で協力して頂ける方がいないとイベントは

失敗するので皆さんのお力をお願いしたいと今

日伺いました。社長就任して来年は１０年目に

なるので何か新しいことも始めたいと思ってい

ます。 

帰ってくる前は東京で女優さんのジュエリーデ

ザインをやっていたので繋がりを活しイベント

プロデュースもやっていきたいと思っています。

皆さんイベントがありましたら、お声がけ頂き

たいと思います。また、今年１年いろんな人脈

のなかで稀勢の里関、サッカーのネイマール選

手、ゴルフの松山選手等この人に会いたいと口

に出した人に会う事ができ充実した一年でした。 

新潟は全国的にも家に閉じこもりの人間が多い

ので私たち同世代がもっともっと盛り上げて行

かないと大好きな新潟が安心できないと思うの

で行動したいと思います。期待して協力を宜し

くお願いします。 

今日はありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

誕 生 日      

 会 員       ご夫人 

     渋谷 義徳  ５   中條 敦子  ２     

     浅間 一洋  ５   齋藤真由美  ２       

     渡辺はま子  ５   下村 宏子  ３      

     坂本 勝司  ７   加藤満寿子  ９ 

     中原 尚彦 ２２                 

外山 裕一 ３１         

 

上半期お疲れ様でした。新年も宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 月のお祝い 
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ロータリアンの皆さまへ 

 

師走の候、皆さまにおかれましてはますますご活躍のことと拝察いたします。 

 

ロータリーでは、「世界を変える行動人」（こうどうじん）としてのロータリアンの姿を多くの人

に伝えるために、新しい世界的な広報キャンペーンを開始しました。「世界を変える行動人」である

私たちロータリアンは、より良い地域社会をつくり、問題を解決するために知恵を寄せ合い、世界

中の人びとが直面する課題への解決策を提供しています。 

 

この「世界を変える行動人」の広告（印刷広告用・ソーシャルメディア掲載用）のテンプレート

をブランドリソースセンターからダウンロードしてご利用ください。また、アトランタ国際大会で

初めて公開された公共奉仕広告ビデオや、このキャンペーンに参加するためのガイドラインやヒン

トもブランドリソースセンターからご覧いただけます。地域社会に変化をもたらすためにリーダー

が集い、皆さまのクラブや地区が行動を起こしている姿を伝えるため、これらの素材をぜひご利用

ください。  

 

行動人としてのロータリアンの活動を、説得力にあふれ、一貫した形で伝えるためのこのキャン

ペーンは大変素晴らしいものだと感じています。今後数カ月の間に、ブランドリソースセンターに

新たなリソースがアップロードされる予定です。 皆さまのクラブやロータリーを地元地域で推進す

るために、ぜひこれらの資料をご活用ください。ロータリーの認知度が高くなればなるほど、世界

中の地域社会で変化をもたらすための私たちの活動がより実り多きものとなります。早速、ブラン

ドリソースセンターをご覧ください。  

国際ロータリー会長 

イアン・ライズリー 

 

 

  


