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皆さんこんにちは！ 

今日は三条クラブから野崎喜一

郎さん、ようこそお越しくださいま

した。どうぞ楽しんで行って下さい。

先輩クラブから歴代会長が来られ

ると私もいささか緊張します。 

日曜日に餞心亭おゝ乃さんにて

米山ガバナーエレクト事務所の開所式が行われまし

た。コロナ禍の中、盛大にという訳には行きません

がパストガバナーの諮問委員の方々、各分区のガバ

ナー補佐の方々、地区のスタッフなど 55名が参加し

石黒幹事の名司会の下、厳かに開催されました。そ

んな中なぜ石黒幹事がこんなに頑張れるのかと思っ

たら可愛らしい事務局員さんが 3 人もいらっしゃる

からなのだと分かりました。またその時高橋ガバナ

ーから頂いたこの様な立派な花を大野さんが冷蔵庫

で保管してくださり今日持ってきてくれました、あ

りがとうございます。 

 前回の例会で金子さんがロータリーの友の紹介

の中で裏千家の紹介をされましたが私も京都にいる

時に宇治茶や平等院で有名な宇治のJCに所属してお

り毎年 1 月 7 日に対鳳庵という茶室にて市長や近隣

のJC の会長などを招いて初釜を開催していました。

また私たちも茶菓子を持って京都の裏千家の初釜に 

招かれます。当時ペイペイだった私は理事長の命で茶菓子を買ってきたのですが本来伝統ある茶菓子を

持っていかなければいけないところ、そうではない茶菓子を買ってきて怒られた事を思い出しました。  

ペイペイついでにもう一つ PayPay の話です。最近の Z 世代は結婚式の祝儀も

PayPayで決済するという記事が今朝の新聞に出ていました。参列者に新札や祝儀

袋を用意する手間を省けるようにとまた親族の方々のために現金でも受け取れ

るようにとしたところ 3分の１の出席者がキャッシュレス決済を選択したそう

です。私も 2年ほど前に PayPayアプリをダウンロードしたのですが

使い方も分からずほっておいたらいつの間に 8000ポイントも貯

まっていました。それから私も利用するようになったのですが

今では TV でも宣伝しているようにマイナカードを申し込むと

健康保険証との紐付けや公共料金の引き落とし口座の開設など

で最大 20000 ポイントも貰えるようです、皆さんもこの機会に

キャッシュレスを始めてみてはいかがでしょうか。 

 

◆本日の行事：「新入会員卓話」 

◆本 日 の 出 席：５５名中３０名 

◆先々回の出席率：５５名中４４名 80.00％ 

（前年同期 77.59％） 

◆本日のビジター： 

三条 RC 野崎喜一郎 様 

◆先週のメークアップ(敬称略)： 

9/5～6 ＧＥＴＳ 米山忠俊 

9/11 米山ガバナーエレクト事務所開所式 

米山忠俊、石黒隆夫、石川勝行 

渋谷義徳、武田恒夫、石川友意 

金子太一郎、大野新吉、齋藤孝之輔 

福岡信行、松山浩仁、佐藤義英 

石川一昭、丸山 勝、落合益夫 

外山晴一、森 宏、渕岡 茂 

＊本日の配布書類等 

・ガバナー月信９月号（閲覧） 

・週報 No.1677 

・公式訪問のご案内 

会長挨拶：松山浩仁 会長 

三条北ロータリークラブ週報 
例会日 ２０２２年９月１３日 第１６７８回例会 

 

●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 

会長：松山浩仁  幹事：武田恒夫  ＳＡＡ：齋藤孝之輔 

No.10 

  

  

三 条 北 RC： 松 山 浩 仁 会 長    

「 イ マ ジ ン  ロ ー タ リ ー 」  

「 再 生 ・ 新 生 ・ 共 生 ｣  

「service & enjoy 進化するロータリー！」  

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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・佐藤ＲＩ理事より、｢第 51回 ロータリー研究会のご案内｣ 

日時：11月 20日～22日(火) 会場：神戸ポートピアホテル 

・髙橋ガバナーより、｢例会卓話者の御紹介について｣ 

・にいがた緑の百年物語緑化推進委員会｢令和４年度秋期“緑の募金”ご寄付のお願い｣ 

・三条市共同募金委員会より、 

｢令和 4年度赤い羽根共同募金運動の街頭募金への協力のお願い｣ 

日時：10月 1日(土) 実施場所：三条市内スーパー等 

 
米山年度 石黒 隆夫 地区幹事  

 

9 月 11 日(日)米山ガバナーエレクト事務所開所式を無事に開催することができまし

た。当日の参加者は 55 名で本来ならもっと多くの方をお招きしたかったのですが、コ

ロナ禍という事もあり開催すること自体も考えましたが、感染者数が 17 日連続前週の

同じ曜日より減ってきているということで、時間を縮め懇親会を含めての開催に踏み切

りました。これから少しずつ忙しくなってくるかと思いますが、その時には皆さんにお

手伝いをお願いすると思いますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

 

 

米山 忠俊 君 おかげさまで米山ガバナーエレクト事務所がホテルオークラ新潟の１Ｆに開設され 

9月 11日(日)餞心亭おゝ乃さんで開所式行われました。 

多数のロータリー関係者の皆様から出席祝福を受け感謝です。ありがとうございました。 

松山 浩仁 君 野崎喜一郎様ようこそお越し下さいました。 

今日は甥の喜嗣さんの卓話を十分楽しんで行って下さい。 

石黒 隆夫 君 米山ガバナーエレクト事務所開所式無事開催することができました。 

皆様のご協力誠にありがとうございました。 

星野 義男 君 野崎さんの卓話に感謝します!! 

渋谷 義徳 君 財団ボックスに協力します。 

石川 友意 君 三条クラブ野崎さんを歓迎して。野崎会員の卓話に感謝して!! 

   

   

   

松山 浩仁 君 米山ガバナーエレクトの事務所開所を祝して！ 

米山 忠俊 君 三条 RCの野崎さん今日はよくいらっしゃいました。野崎さんにはいつも公私にわたっ

てお世話になっています。感謝です。宜しくお願いします。 

丸山 勝 君 米山（大野さん）に協力します。 

羽賀 一真 君 お二人の野崎さんよろしくお願いします。お二人は親戚でしょうか？ 

落合 益夫 君 ＢＯＸに協力。 

大野 新吉 君 残暑厳しい 9 月中頃です。本日の新入会員卓話、野崎さんご苦労様です。宜しくお願

いします。11日の日曜日米山ガバナーエレクト事務所開きが盛大に行われました。 

壇上と受付にある生花がその時頂いた花盛です。 

全員の協力で米山ガバナー年度、成功させましょう!! 

   

   

   

野崎喜一郎 様（三条 RC）三条北クラブに勉強に来ました。宜しくお願いします。 

松山 浩仁 君 野崎喜嗣さんの本日の卓話、よろしくお願いします。 

武田 恒夫 君 野崎さん、卓話楽しみにしています。 

先日の会頭杯ゴルフコンペ、当社の社員が優勝しました。 

個人的にお祝いの席を用意しなければと思っております。 

齋藤孝之輔 君 先日の米山ガバナーエレクト事務所開所式をお祝いして。 

幹事報告：武田恒夫 幹事 

９月１３日現在累計  ９０，０００円 

ロータリー財団 BOX 

９月１３日現在累計  １８５，０００円 

ス マ イ ル B O X  

委員会報告： 

９月１３日現在累計  ５７，０００円 

米 山 奨 学 B O X  
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金子太一郎 君 野崎さん、本日卓話楽しみにしてます。 

佐藤 義英 君 野崎さん卓話御苦労様です。ＢＯＸに協力!! 

外山 裕一 君 ＢＯＸに協力。 

森  宏 君 先週、東京から姉夫婦が来てまちやまに案内したら、きれいな所で大変喜んでいました。 

石川 勝行 君 本日早退させていただきます。野崎さん卓話聞けなくてすみません。 

渡辺 徹 君 野崎さん、新入会員卓話楽しみにしています。 

田中耕太郎 君 ＢＯＸに協力です。 

野崎 喜嗣 君 本日、新入会員卓話をやらせていただきます。拙い話になるかかと思いますがよろし

くお願い致します。 

 

 

株式会社 野崎プレス 代表取締役 野崎 喜嗣 会員 
 

昨年の 6 月に入会させて

いただきました新入会員の

株式会社野崎プレスの野崎

喜嗣です。 

本日は新入会員卓話とい

うことで、少しお時間をい

ただき、会社の案内と自分の

経歴など自己紹介をさせていただければと思います。 

はじめに本来であれば７月に新入会員卓話をす

る予定でおりましたが、直前に新型コロナに感染

してしまい、急遽例会内容の変更をしていただく

ことになり、松山会長はじめ、当日担当いただいた

みなさまには大変ご迷惑をおかけしてしまいました。

この場をお借りしてお詫びと御礼を申し上げます。 

幸い症状は軽く、2～3日で熱も下がり喉の痛み

も治まったのですが、その後、隔離期間の１週間

は外に出ることもできず、時間を持て余しており

ました。体は元気なのに隔離生活を余儀なくされ

たことで、精神的なストレスがたまり、コロナう

つの原因はこれじゃないかと思ったほどでした。 

まだまだ感染も収束の兆しが見えない中ではあ

りますが、みなさまにおかれましても感染にお気

をつけいただければと思います。 

私自身今現在は抗体 MAX と自負して、少し安心

しているのですが、2度、3度と感染しないよう気

をつけたいと思っております。 

それでは会社紹介に入らせていただきたいと思い

ます。 

弊社は三条市田島、三条商業高校の近くにあり

ます。会社の前身は、私の祖父が自宅で金属加工

の仕事を始めたのがきっかけで、その後、私の父

が高校卒業後、修行もかねて東京に出た矢先に祖

父の具合が悪くなったことで、すぐに帰郷し、そ

のまま仕事を受け継ぐことになり、その後、昭和

40年に三条市の下坂井、現在の神社庁のところに

工場を作り、今現在まで名前の通り、プレス加工

業を生業としております。 

昭和 46 年に法人化したのですが、昭和 46 年は

私の生まれた年で、昨年、創業 50周年を迎え、今

年で 51年目となります。 

昭和 59 年に今の田島に移り、平成 13 年に第 2

工場を増設したり、レーザ複合機を導入したりし

て、現在に至っております。 

地元ではコロナさんや三条北ロータリークラブに

入会するきっかけを作っていただいた渡辺社長の

シンワ測定さんやスノーピークさんなど三条を代表

する企業とお付き合いさせていただいております。 

続きまして、私の自己紹介をさせていただきます。 

私は昭和 46年に生まれ、現在 50歳、今年で 51

歳になります。 

会社の隣にある田島保育所を卒園し、一ノ木戸

小学校、第二中学校と進みました。 

小学校では地元の野球チームや学校のサッカー

クラブに所属しており、中学ではサッカーをした

かったのですが、当時サッカー部がなかったため

野球部に入部しました。 

高校は三条高校に行き、3年間サッカー部に所属

しておりました。 

三条高校は進学校だったため、大学を目指した

のですが、現役合格できず、一年間の浪人生活を

送ることになり、なぜそうしたのかはっきり覚え

ていないのですが、東京の

駿台予備校という予備校に

通うことになり、予備校の

寮で一年間、寮生活を送り

ながら勉強していました。 

寮は、たたみを縦に並べ

た 4 畳程度の狭いスペース

で、なかなか厳しい環境で

した。 

一年間の浪人生活を経

て、早稲田大学の商学部に進学しましたが、当時

本日の行事 ： 新入会員卓話 
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の大学は入るのは難しく、出るのは簡単、という

時代だったため、1、2年はそれなりに学校に行っ

ていましたが、3年になるとゼミ以外はほとんど行

かなくてもよく、4年になって就職活動のときもそ

んな感じだったので、学校にいた時間はあまりな

かったと記憶しております。 

結果的にあとで会社を継ぐことになったのです

が、当時、父からは自分の好きなことをやれ、と言

われていたので、バブルがはじけて運悪く超就職氷

河期の 1 年目にあたってしまったのですが、住友

海上火災保険に入り、札幌支店に配属されました。 

仕事は正直あまり面白くなかったのですが、会

社は大通公園のならびにあって、歓楽街のすすき

のが近かったので、そちらのほうに気持ちがいっ

ていました。 

そんなこともあって 2 年で会社をやめ、フォト

ネットジャパンという会社に入社しました。 

ここはデジタル画像をネット上に作った電子ア

ルバムをネット上で家族や友達同士などで見るこ

とができるというサービスを提供する会社で、今

となっては陳腐なサービスのようですが、当時は

画期的で他にはないサービスということで、ソニ

ーやリコーやソフトバンクといった大手の企業か

ら出資を受けたりして、当時それなりに注目を集

めたベンチャー企業の一つでした。 

ある時、父が東京に来て、当時、私は知らなかっ

たのですが、大腿骨董壊死という病気で、10年近

く熟睡したことがないくらいずっと痛みが続いて

いて、いよいよ我慢ができなくなってきて手術を

したいので、できれば三条に帰ってきて会社を継

いでほしい、と言われました。それまでそういっ

た話は特にされたこともなく、仕事も充実してこ

れから会社も伸びていくという時期だったので悩

みましたが、父のつらそうな状況を聞き、三条に

帰ってくることにしました。 

家族は妻、長男（20歳）、長女（17歳）、柴犬の

シュート（11歳）です。 

趣味はゴルフや釣りな

どのマリンレジャー、サッ

カー観戦、韓国ドラマを見

る、推理小説を読む、とい

ったところです。特に今は

サッカーのアルビレック

ス新潟が J1 に上がれるか

の正念場というところな

ので、ホームだけでなくアウェイの群馬や栃木に

観戦に行ったりして、応援しています。 

最近の悩みは老眼、腰痛、シャンク病です。どなた

かよい対処法があれば教えていただけると助かります。 

最後に 4 年前に腸閉塞をわずらい大変な思いを

しました。鼻から LAN ケーブルのような管を入れ

られ、1週間近く飲食ができなくて、今でも当時の

ことを思い出すとつらくなります。 

みなさまも健康にはご留意いただければと思います。 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

       
米山ガバナーエレクト事務所開所式  9月 11日（日）開催  餞心亭おゝ乃 於 


