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会長挨拶：渋谷義徳会長  

皆さんこんにちは。 

道路わきに積まれた雪の固まりが

解け始め、冬の終わりが近づいて

いるように感じています。今週も

例会に出席いただきありがとうご

ざいます。 

本日の例会は、新会員卓話ということで、梨本 

文也会員の話を聞かせてもらいます。楽しみにし

ています。梨本さんよろしくお願い申しあげます。 

私は 25日の日曜日にようやく映画“ミッドナイ

ト・バス”を妻と一緒に鑑賞して来ました。評判

通り、ほぼ全編にわたり、新潟県内で撮影された

画面だと思いました。見ていて、映画のストーリ

ーよりも場面ごとに、これはあそこの、あの場所

で撮影したなと思いながら楽しみました。映画の

中で幾つかの感動するシーンがありましたが、そ

の中で「白鳥は家族で飛ぶのに、なぜ人はうまく

やれないのか」というセリフが印象に残ったので

記憶に留めておこうと思っています。 

さて、17日間の熱戦を繰り広げたピョンチャン冬

季オリンピックが 24日（土）に閉会しました。 

日本選手団の活躍は、過去最高のメダルの獲得数、金 4・銀 5・銅 4の合計 13個と多数の入賞者が

示す通りの大躍進でした。いろいろの競技がありましたが、皆さんが最も感動した競技は何でした

か。一般的には羽生結弦選手の優勝したフィギャースケート男子シングルスだと思われますが、私

が感動した競技は、一番目が女子カーリングで対韓国戦の準決勝、3位決定戦、銅メダル争いの対イ

ギリス戦です。2番目は女子団体追抜き戦「パシュート」です。どちらも団体戦で勝ち負けがハッキ

リと分かり、競技もゆっくり見ていれるからです。TVのコメンテーターが言っていたのですが、順

位決定の仕方によってタイム競技と採点競技に分類しているようですが、私は採点競技よりもタイ

ム競技の方が分かり易くて好きです。なぜなら、フィギャースケートとかハーフパイプ・フリース

タイルスキー、スノーボード競技などは選手が高得点を取るために、難易度の高い技に次から次へ

と挑戦しますが、危険がともなうので安心して見てられないことと、審査員の採点により順位が決

まるので、判定に個人的主観が入り公平性に疑いを持たれる恐れがあるからです。それに比べれば、

タイム競技は見ている者に勝敗がハッキリ分かり、納得性が高いからです。カーリング競技はタイ

ム競技ではありませんでしたが、見ていて勝負の駆け引きが伝わってきましたし、勝ち負けが分か
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り易くて、どこかゴルフ競技の中継と似ているところがあるなと思いました。これを機会に一層カ

ーリング競技に関心を持つようになりました。みなさんは、どんな競技に興味をもたれましたか。

次はパラリンピックの開催です。日本選手団の活躍を応援したいものです。 

また、冬季国民体育大会“にいがた妙高はね馬国体”が開催中です。妙高高原と聞くと、私が青春

時代に頻繁に通ったスキー場ですので、懐かしさを覚えます。今回の国体開催をチャンスに、妙高

高原が活気を取り戻して欲しいものだと願って、あいさつを終わります。ありがとうございました。 

 

幹事報告：石黒隆夫幹事 

・新保ガバナーより クラブ戦略計画推進委員会アンケートのお願い 

・地区Ｒ財団委員長より 財団寄付のお願い 

・ＲＩ日本事務局より 3月ロータリーレートについて 

           3/1より １ドル＝１０８円(現行１１０円) 

・ロータリー米山記念奨学会より 米山功労者感謝状送付について 

           第１７回功労者 高橋彰雄会員 

           第６回  〃  笹原壯玄会員 

           第４回  〃  佐藤啓策会員 

           第３回  〃  柄沢憲司会員           

・地区ローターアクト委員長より 第三回地区行事登録のご案内 

           期日 4月 14日(土)・15日（日） 

           会場 上越清里星のふるさと館 

・三条ローターアクトクラブより ３月第二例会のご案内 

           日時 3月 22日(木)19：30～21：00 

           会場 三条燕地域リサーチコア 4Ｆ 

           行事 卓話 三条東ＲＣ青少年奉仕委員長 

・三条地域振興局健康福祉環境部より  

平成３０年度地域での支え合いの輪構築事業計画の公募について 

委員会報告 職業奉仕委員会  

3/20 移動例会を企画しました。見附市工業団地内に

ありますワイイーデータメカソル事業部を見学させ

て頂き、その後、質疑応答を予定しています。安川電機の子会社です。食品関係の

自動ライン化システムを開発されています。先日見学させて頂きましたが、皆さん

の処の何かに繋がるかもしれません。予定は 12：00～この会場で食事をして頂き

バスで移動します。ご自分の車で行かれる方は申出下さい。 

 

＊＊＊＊＊ロータリー財団ボックス２７日現在累計２５９,０００円＊＊＊＊ 

佐藤 弘志君 委員長に前もって、済みませんと言われて協力！ 

森   宏君 相沢病院に負けずに、三之町病院もアスリートの援助ができれば！と思っています。 

石川 勝行君 ロータリー財団に協力して。 

落合 益夫君    〃 

岡田 大介君 ＢＯＸに協力です。 

石川 一昭君 ピョンチャンオリンピックのアスリートの皆様、感動ありがとうございまし

た。日本中の人達に代わってお礼申し上げます。そだネ～!! 

梨本会員の卓話、楽しみです!! 

 

＊＊＊＊＊米山奨学ボックス２７日現在累計４３１,０００円＊＊＊＊＊＊＊ 

佐藤 秀一君 協力です。坂内さん肉離れしたのでいたそ～ 
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星野 義男君 梨本さんの卓話に感謝して!! 

大野 新吉君 昨日よその国（トンネルを過ぎたら雪国だった）へバスで研修会に行って来ました。

月曜日なのに曜日関係ないですね!!人人人の波その中、外国人が多数おら

れこれ又ビックリ!! 

高橋 彰雄君 協力します。 

坂内 康男君 米山にいつも協力ありがとうございます。 

 

＊＊＊＊＊ニコニコボックス２７日現在累計６４６,０００円＊＊＊＊＊＊ 

渋谷 義徳君 梨本文也会員、本日のスピーチを楽しみにしています。よろしくお願いします。 

福岡 信行君 ご無沙汰しておりました。本日より又宜しくお願いします。 

梨木 篤史君 梨本さん、今日の卓話よろしくお願いします。 

石黒 隆夫君    〃 

中原 尚彦君 梨本文也さん本日の卓話楽しみにしております！ 

今井 克義君 梨本文也会員の卓話、楽しみにしています。 

花井 知之君 梨本さんの卓話、楽しみです。 

早川 瀧雄君     〃 

米山 忠俊君 梨本文也会員の卓話、楽しみにしておりました。ご苦労様です。 

佐藤 弘志君 梨本さん卓話、頑張って下さい。 

佐藤 義英君 梨本さん卓話、ご苦労様です!! 

岡田  健君 ＢＯＸに協力します。 

西村  護君     〃 

本間建雄美君     〃 

羽賀 一真君 女子カーリングそだねージャパンの劇的な勝利に感動しました！見事な

戦略勝ちであり対戦相手のラストショットも果敢な勝負に出た結果であ

り、母国のイギリスでも誰もそれを責めるべきではなくむしろ讃えるべ

きだと思います。 

 

本日の行事：新会員卓話   梨本 文也 会員

皆様、こんにちは。 

株式会社タツミの梨本文也

と申します。 

昨年 7 月 4 日に入会させて

いただきまして早 8 ヶ月が

過ぎようとしています。 

本日、卓話をさせていただ

きますが、皆様のお耳を汚

すような話になるかもしれ

ませんが宜しくお願い致します。  

卓話の演題は特に決めておりませんが、入会の

きっかけ、㈱タツミに入社に至るまでの職歴や

経緯、その当時のエピソード、趣味などを盛り

込みながら自己紹介が出来ればと考えておりま

す。  

なかなか人生（今まで）を振り返ることなどな

かったので自分自身良い機会となりました。 

入会のきっかけですが、昨年の 7 月入会時にも

少しお話させていただきましたが弊社の会長

（山口龍二）から「ロータリーは素晴らしい仲

間が出来る、色々な方々から貴重な経験談など

も聞ける。男を磨いてこい！」と命を受け入会

させていただきました。 

弊社は、TVCM でもご存じのとおり、建築金物

製造、木造プレカット加工を主業としており私

は主にプレカット事業部を総合的に管理してお

ります。見附、北関東（日光）、千葉に工場があ

りますが、1 工場平均 4500 坪/.月出荷しており

ます。  

最近は非住宅（教育施設、介護施設、大型店舗）

も多くを手掛けますが、一般住宅の躯体が 150

～200 棟出荷されております。 

人口の減少に伴い、住宅着工棟数も減少となり

ますが、大きな問題として建設就業者の減少が

あり、弊社の金物工法は現場での作業効率とコ

スト軽減で更に注目されております  

【タツミ入社までの経歴・自己紹介】 

1972/8/2１旧栄町東光寺で兼業農家の二男とし

て生まれました。（あさま山荘事件発生の年）

  



                    4              三条北ロータリークラブ週報 

 

男二人兄弟で兄は５才上、幼少期は魚釣り、プ

ラモデルなどで遊び、スポーツは剣道を小学生

から中学１年まで励んでおりました。 

中学も２年生になりますと、血気盛んな兄の影

響も有り、部活、勉強をそっちのけで中型バイ

クに憧れるようになりました。  

その当時、中型バイクの免許取得、通学許可し

ていた高等学校は県立三条商業高校でしたので、

商業高校に進みます。決して商業高校は女子が

多いからとか不純な動機ではなかったことはご

理解いただきたいと思います。（そういいながら

も実際、１クラス生徒４０名のうち女子３０名、

学年１０クラスが３学年と天国みたいな高校生

活を過ごします）遊びながらも商業簿記、工業

簿記、珠算は一生懸命勉強いたしました。  

高校では、小林繁雄さんのご長男（伸之君）と

出会い、親友となり、バイクを改造したり、色々

なところにツーリングに行ったり、年中遊びま

した。その当時、乗ったり、改造して遊んでい

たバイクがすごく高値で取引されていると知り、

保管しておけばよかったと後悔しておりま

す･･･ バイクは２０才後半くらいまで乗って

おり、ツーリングにも出かけたりしておりまし

たが、悔しい思い出があります。ツーリングに

出かけたとき突然の雨に襲われ、SA に飛び込み

ます。駐車場には屋根のついた駐輪場がありま

すのでそこに４００ｃｃのバイクで入りました。

私がバイクを停めた後に、次々とバイクが偉そ

うに入ってきました。    

ご年配者が乗っておられたハーレー、BMW、本

田ゴールドウイング、邪魔扱いされたわけでは

ないですが私はそのように捉えてしまい、その

翌日悔しさのあまり、自動車学校に入学し限定

解除免許を取得致しました。 

平成３年（バブル崩壊）の年、地元の JA に就

職いたし、１６年間勤務しました。  

まずは金融課に配属され、ATM 管理、入出金、

為替取引、集金、テラー（窓口業務）を２年努

めます。バブル崩壊とはいえ、定期貯金の利率

はほぼ１０％でした。お客様の定期貯金証書な

どを見ますと、利息で暮らせるな。やはり金は

金を呼ぶなと強く感じたものでした。  

その後、人事異動で共済（保険）の担当、主に

自動車共済の事故処理担当になります。  

若干二十歳の自分には厳しいポジションでした。

今は上部団体がしっかりサポートしますのでそ

ういったことは無いと聞いていますが、その当

時は相当な難解案件でなければ JA の担当が処

理を行うスタイルでした。   

被害者の方がその系統のひとであったり、怖い

目にもたくさんあいました。   

自分の気持ちが、加害者の気持ち、被害者の気

持ちと重なったことも多々あり悩む日々が続き

ました。 

今は保障内容も充実してますが、状況証拠を残

すため、ドライブレコーダーの搭載、対物の全

損事故対応できるよう、対物超過修理費用保障

の添付をおすすめ致します。   

その後、２年間、支店へ転勤となります。 

そして上司から旅行業務を扱える資格を取らな

いかと話がありました。    

旅行も好きでしたので、JR 運賃、航空運賃計算、

ホテル約款、旅行業法を勉強し資格を取得しま

す。近隣の JA は旅行センターを開設しており

ましたが、私の JA はまだ旅行センターを持っ

ておりませんでした。資格を取ったことで旅行

センターを設立、旅行担当者として１１年間務

めることにりました。 

資格を取ったとはいえ、実務経験は全くなく、

貸切バスのレート、ホテル、宿のレートもわか

らない、ましてレートがわからないから、見積

も作れないという厳しい壁にぶち当たりました。

当時、ワープロで旅行を企画、企画といっても

越後交通さん、近畿ツーリストの企画をまねて

作るのが精一杯でした。 右往左往しながらも

各企業様へ社員旅行、各団体様などへ研修旅行

の営業活動にて足しげく通いました。  

１１年間の添乗員（旅行業界）勤務でほぼ国内

は網羅したつもりでおりましたが、鹿児島、鳥

取、島根の３県はいまだ踏み込んでおらず、チ

ャンスをみて制覇したいと思っております。 

その頃は JA も広域合併して、にいがた南蒲農

業協同組合となっており、吉田文彦会長とも知

り合う事となります。吉田さんもその当時、副

組合長か専務理事でいらっしゃいましたので、

組織の企画旅行などでご一緒したこともありま

す。 

豪華客船（飛鳥）で韓国までご一緒した旅は最

高に楽しかった思い出として残っております。 

当時の売上は約 1 億少しはあったと思います。

この売上をキープできたのは、大きな声では言

えませんが私がご案内するナイトツアーの人気

でした。国内での夜スポットは沖縄。多い時で

年間５～６回の添乗を務めていました。  

国外では中国、東南アジアへ・・・ 当時、

タイ、韓国、中国では、西安、武漢、桂林は観

光含め人気のエリアでした。   

タイではニューハーフ、ベトナムでは同性愛者

からの攻め、翌日の出発時間まで戻ってこない

人。何をしていたかというと、その女性の自宅
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に泊まって、朝の農作業を手伝ってきた方な

ど･･･ 

まだまだネタはありますが、夜の話をし始めま

すときりがありませんのでこの辺でやめさせて

いただきます。 

今も旅行は趣味ですので、その当時、添乗員で

訪れた国（台湾、タイ、香港、インドネシア、

韓国、中国など）を年 1 回は旅行しております。

その後 JA を退職し、地元建設会社へ就職（7 年

間勤務）。入札業務、店舗建築、開発業務に当た

っておりました。    

店舗では、くいどころ里味、加茂、吉田店、丸

亀製麺、荒町食堂、見附新津の幸楽苑などをま

とめました。 

開発事業では、三条新聞にも掲載されておりま

したが、須頃郷の救命救急病院、商業用地の開

発に携わり、地権者３４名さまを纏め、業務代

行方式で進め、田上町の工業団地にプラントの

話を持ち込んだのも私たちでしたが、残念なが

ら会社が倒産、開発を断念せざるを得ないこと

となりました。そんな中、タツミの工場のメン

テナンス等で伺っておりましたので、山口会長

からお声掛けをいただきましてタツミに勤務、

現在に至っております。    

タツミでは自由に営業活動をさせていただいて

います。 

会長からこの身を拾ってもらったことはもちろ

ん、ロータリーへの入会もさせていただきまし

た。タツミも今年で創業４０周年。会長、社長

には感謝の気持ちしかなく、業績で御恩を返す

しかないと全力で努めております。 

【趣味の話をもう少し】  

麻雀（高校生時代から） 

今や麻雀人口は少なくなりましたが、その当時

から大好きで、現在も雀荘に遊びに行くことも

あります。そこで多くの人と知り合い仕事につ

ながることも多々あります。   

盲牌は勝率に関係ありませんが１００％の自信

あり。   

   

趣味が高じて自宅に全自動麻雀卓を設置、週末

には友人、知人を集めては宅を囲んでおります。 

ゴルフ  

１９歳の時、第二産業道路の消防署の前にあっ

た、ゼビオスポーツでアイアンセットとパータ

ー、バッグを叔父さんから買ってもらったのが

始まりです。その当時、近くのゴルフ場のプレ

ーフィーは非常に高く夢のまた夢。始めてから

２年は練習に明け暮れました。 

行けたとしても、トップシーズンを除いた津川

カントリー、サンライズゴルフコース位が精一

杯。一昨年、SAA 松山さんとあるコンペで偶然

ご一緒させていただき、血で血を洗う死闘を繰

り広げ、最後はやっつけられて悔しい思いをい

たしました。今年は競技で是非ともお手合わせ

させていただければと思っております。  

また今年から、ゴルフ同好会に入会させていた

だきますので、皆様との楽しいゴルフを心待ち

にしております。  

競馬 これも１９歳ころから趣味として楽しん

でおります。     

新潟開催は必ず、足を運びます。 たまに中山

競馬場まで足を運ぶこともあります。  

買い方は単複、ワイドのみ。いままで連単で勝

負しておりましたが勝率が非常に悪く、研究し

た結果が単複とワイド。 

パドックでの私の馬の見方をご披露いたします

（個人的見解ですのであまり信用しないでくだ

さい）馬体、歩容はもちろんですが、外々を廻

って同じところを見る馬、はみを咬んで泡を吹

く馬、尾離れをチェックして、すべて合致した

ら厚めに勝負。 

４５歳、まだまだ尻の青い人間ですが、このロ

ータリークラブで皆様から色々ご指導いただき

立派なロータリアン、立派な男に成長したいと

と思っております。 

今後とも宜しくお願い致します。  

御清聴ありがとうございました。

  

 

誕  生  日                結婚記念日 

会  員      ご夫人   

岡田  健  ３ 武田 水江   １  本間建雄美・絹枝   ２ 樋口 勤・ミヨ子 ２０ 

松山 浩仁   ５  石黒佳代子  １４  馬場直次郎・美恵子  ５ 石川勝行・千鶴  ２１ 

斎藤 良行 １０ 佐藤奈緒子  １６  石川 友意・みや子  ６ 中原尚彦・美代子 ２４ 

中條 耕二 ３０ 西村智恵子  ２０  渡辺  徹・育代  １３ 外山晴一・真智代 ２６               

大野 新吉 ３０              石川 一昭・純子  １３ 渋谷義徳・朋子  ２６ 

山崎  勲 ３１            高橋 研一・米子  １４ 石黒隆夫・佳代子 ２７ 

３ 月のお祝い 
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