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第１６８２回例会

三条北ロータリークラブ週報
「イマジン

ロータリー」

「 再 生 ・ 新 生 ・ 共 生 ｣
三 条 北 R C ： 松 山 浩 仁 会 長 「service & enjoy 進化するロータリー！」
会長：松山浩仁
●例会日：火曜日

幹事：武田恒夫

１２：３０～１３：３０

●例会場：三条ロイヤルホテル

みなさん、こんにちは！

日 の 出 席：５４名中３１名

◆先々回の出席率：５５名中４６名

10 月も半分が過ぎ日もめっきり

83.64％

短くなりましたが皆さんは秋と言

（前年同期 79.31％）

えば何の秋でしょうか？真っ先に

◆先週のメークアップ(敬称略)：

10/11 分水ＲＣ

食欲の秋ですか？読書や芸術には

田中耕太郎

10/13 第 7 回ゴルフ大会

℡ 0256-34-8111

会長挨拶：松山浩仁 会長

◆本日の行事：
「新入会員卓話」
◆本

ＳＡＡ：齋藤孝之輔

専ら縁がありませんので今回はス

佐藤義英

ポーツの秋の話題を。前にお話しし

石川一昭、花井知之、松山浩仁

たプロ野球のクライマックスシリーズですが勝率で

田口実仁佳、森 宏、武田恒夫

負け越している阪神が DeNA に勝ちヤクルトに挑み

安藤

宰、丸山 勝、岡田大介

下剋上で日本シリーズに進出するかと思いきややは

10/13 三条東ＲＣ 石川友意、田中耕太郎

りチャンピオンの壁は厚かったですね。ストレート

10/14 指名委員会 大野新吉、米山忠俊

で負け越して日本シリーズは逆転優勝したパリーグ
のオリックスとの闘いになりました。

落合益夫、佐藤義英、石川友意

またサッカーもアルビレックス新潟が 5 年ぶりに

星野義男、丸山 勝、金子太一郎

J1 昇格を果たし J2 優勝も果たしました、おめでと

渋谷義徳、外山裕一、石黒隆夫

うございます。ですがこれからが正念場だと思いま

石川一昭、松山浩仁
10/17 三条南ＲＣ

す、と言うのは昨年優勝して J1 昇格を果たしたジュ

石黒隆夫

ビロ磐田は現在最下位、2 位で昇格した京都サンガ

＊本日の配布書類等

も 18 チーム中 14 位で 2 チームとも降格の危機にい

・ガバナー月信 10 月号（閲覧）

ます。この京都サンガも J2 と J1 を行ったり来たり

・週報 No.1681

でエレベーターチームと呼ばれています。メインス
ポンサー、京セラの創業者で後に KDDI も設立し JAL
の会長にも就任した、故稲盛和夫さんは生前にこう

言っておられました。私はこれまで何をやっても上手くやってこれたがサッカーだけは思うようになら
んと。アルビレックスも何とかＪ１に定着して常勝チームになっていただきたいと思います。
そして本日の卓話は安藤さん、よろしくお願いします。
先週 13 日の木曜日、ゴルフ同好会の今年最後のコンペが日本海カントリークラブにて開催されまし
た。少し肌寒い天候でしたが今回は会長杯という事で 12 名が参加して行われました。通常のハンデ戦で
は優勝 佐藤義英さん、準優勝 石川一昭さん、3 位

安藤宰さんでしたが今回は最終戦という事でぺリ

ア戦も同時に行いました。その結果、優勝 安藤さん、準優勝 石川さん、3 位中山さんという結果とな
り石川さんは W 準優勝、安藤さんは優勝と 3 位とスポーツの秋の本日の卓話者に相応しい結果となりま
した。
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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幹事報告：岡田大介 前幹事
・髙橋ガバナーより、｢2022-23 年度地区大会オンライン配信のご案内｣
｢RID2560 財団・米山感謝の集い午餐会のご案内｣
日時：11 月 26 日(土)12：00～14：45 会場：ANA クラウンプラザホテル新潟
・三条ロータ―アクトクラブより、｢10 月第二例会のご案内｣
日時：10 月 27 日(木)19：30～21：00 会場：リサーチコア 4Ｆ
・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の法人募金の協力のお願い｣

ロータリー財団 BOX
１０月１８日現在累計
石川
石黒
星野
斎藤
石川

一昭
隆夫
義男
良行
友意

君
君
君
君
君

１４３，０００円

安藤君の卓話に感謝して!!
安藤さん本日は卓話ありがとうございます。よろしくお願い致します。
安藤さんの卓話に感謝して!!
協力します！お席がとなりでしたので…。
安藤会員の卓話に感謝して!!

米 山 奨 学

BOX
１０月１８日現在累計

９８，０００円

森
宏 君 大野さんにご協力します。
大野 新吉 君 本日の卓話 安藤会員さん、ご苦労様です!!

ス マ イ ル

B O X
１０月１８日現在累計

２７３，０００円

佐藤 義英 君 ゴルフ同好会 松山会長杯 優勝させていただきました。
今日は安藤さん卓話御苦労様です!!
松山 浩仁 君 安藤さん、本日の卓話よろしくお願いします。
岡田 大介 君 安藤さん卓話楽しみにしてます。
花井 知之 君 安藤さん卓話ありがとうございます。
石川 一昭 君 先週の同好会ゴルフでぺリア戦・ハンデ戦とも準優勝しましたので
ご寄付致します。(握りの一部です)
米山 忠俊 君 安藤会員卓話ご苦労様です。宜しくお願いします。
金子太一郎 君 本日、安藤さん卓話楽しみにしてます。
森
宏
君 安藤さんの卓話を楽しみに。
斎藤 良行 君 安藤さんの卓話、楽しみにしてます！
田中耕太郎 君 ＢＯＸに協力です。
外山 裕一 君 ＢＯＸに協力。
落合 益夫 君 ＢＯＸに協力。
安藤 宰 君 本日の新入会員卓話、大変緊張しておりますがガンバリます。
ご清聴よろしくお願い致します。
高橋 研一 君 謝罪と協力。10 月 14 日の指名委員会の無断欠席(ドタキャン)をしてしまいました。
松山会長、大野委員の皆様方に、とてもご迷惑をお掛けした事謝罪いたします。大変
すみませんでした。会費分は事務局へ支払いしました。今後気を付けます。
本日のニコニコ協力します。
野崎 喜嗣 君 サッカーのアルビレックス新潟、土曜の試合には負けましたが、2 位のチームも負け
たため優勝が決まりました。日曜の最終試合は安心して観戦できます。
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本日の行事 ： 新入会員卓話
株式会社ＲＣ保険新潟

代表取締役

安藤

宰

会員

本日の卓話として、わたくし

店・家電メーカー」で企画・営業に興味もありまし

「安藤宰（おさむ）
」のプロフィ

たが、憧れていた東京での就職より、地元新潟で

ールと、
「ＲＣ保険新潟」の会社

地域に根差したお付き合いの「信用組合」に興味

のご案内を、いくつかの画像な

を持ち、早い段階から内々定を頂いて就職を決め

どを混じえてご紹介させて頂きたいと思います。

ました。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

信用組合では、新人で珍しく 2 年連続優秀賞を

昭和 47(1972)年2 月11 日生まれ今年 50 才です。

いただくくらい、毎日楽しく勤務しておりました

三条市神明町で生まれ育ち、当時は商店街の雁木、

が、長男を出産して間もない妻が、長女を身ごも

昭栄通りのアーケードが有り、様々なお店や人通

り、つわりもひどく「育児ノイローゼ」になってし

りが有って、賑やかな雰囲気の中で幼少期を過ご

まい、止むを得ず、妻の地元の八戸市に移り住む

しました。当時、商店街に店舗が有った「うなぎの

ことにしました。

神田屋さん」と家族ぐるみのお付き合いでした。

転職したハシモトホームは、
“侮辱賞状”を渡さ

裏館小学校では、齋鐵の齋藤孝之輔さんを上級

れるなどして重度のうつ病を発症し自殺した事件

生に、高又 SS の高橋暢雄さんと同級生。おそうじ

で 8000 万円の損害賠償を求めて提訴されたブラ

の斎藤良行さんは下級生で一緒でした。第二中学

ック企業でしたので、すぐに転職。

では、野崎プレスの野崎喜嗣さんは野球部のほか

次に入社したフクダ電子は、１部上場企業の心

学習塾で一緒になり、小林製鋏の小林伸行さんも

電図医療機器メーカーであり、配属された営業所

野球部では下級生で一緒でした。実は中１の頃は、

は八戸市、十和田市、三沢市を担当で、1 日に 100

「三条一の悪（わる）
」と遊んでいて、先生をから

キロの運転も日常的な業務で、北里大学獣医学部

かって授業を妨害・中断させていしまったことも

なども担当でした。核燃料リサイクル施設で有名

あり「落ち着きの無い問題児」でした。中 2 の頃、

な六ヶ所村にある、科学技術庁外郭団体「環境科

女子バレー部のキャプテンからラブレターをもら

学技術研究所」の宇宙ステーションのシミュレー

い、男女交際という甘い経験も。加茂高校時代は

ション実験施設へ、心電図モニター関連の実験用

平成最初の、生徒会長を務めました。がんばった

大規模システム納入実績もございます。

活動では、文化祭を「学園祭」の要素を取り入れ、

約 12 年の青森の生活の中で、マイホームを建て

「飲食店」の許可を保健所からいただきました。

ました。冬は氷の街、ホワイトアウトの青森、同級

県の生徒会長の研修会では、県の代表として発表

生もいないところで生涯終えるのかと思っていた

しました。
BSN テレビから、
高校の取材をいただき、

ところ、離婚を機に子供 2 人を引き取り新潟へ帰

県内では珍しい「被服科」の女子クラスを紹介し

省し、地元へ帰って来ることができました。フク

ました。

ダ電子の新潟支店へ転勤し、長岡勤務となりまし

大学は、青森県八戸市の大学へ進みました。読

たが、半年悩んだ末、稼業を継ぐ決意をしました。

売巨人軍の渦中の「坂本勇人」選手の出身校、八戸

代理店勤務の前、業務の資格と取るため、1 年間で

学院光星高校へ教育実習でお世話になりました。

50 件の新規契約がノルマの厳しい親会社損保ジャ

当時、平成 5

パンの「地獄の研修制度」を経験しました。研修時

（1993）年は

代、新規開拓の目的で、異業種交流会へ参加した

バブル崩壊の

時、名刺交換で、三条市内の知名度のある企業の

頃、就職活動

社長に挨拶したところ、
「なんだ保険屋かぁ」と顔

は 3 年の冬か

も合わせてもらえなかった残念な体験をしました。

ら企業訪問を

煙たがられるセールスマンに見られている厳しい

始めて、
「百貨

現実を肌で感じました。
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再婚相手の妻は、中学・高校の後輩、同じ山岳部

会社概要（リスクマネジメント コンサルティング）

で、気心知れた存在の間柄。妻との間に子は授から

業務内容：損保ジャパン専属の「総合保険代理店」
所 在 地：新潟市南区新飯田 710(新飯田商店街の脇)
ム撮影では、6 月「ヨネックスレディース」原英莉花、稲 従業員数：５名（営業４名、事務員１名）
参加団体：三条商工会議所、守成クラブ(日本商工振興会）
見萌寧 銀メダリストのプレーを間近に見てきまし
コスミック（協栄信用組合）
た。個人的には原英莉花がとっても可愛かったです。 取扱商品：個人・法人向け保険商品各種
お盆休みには、早稲田大学芸術学校（在学）建築家 ・【損害保険】自動車保険、火災保険、傷害保険
賠償責任保険、自賠責保険
の卵の甥っ子に誘われ、新潟の建造物巡りへ行きま ・【生命保険】終身保険、定期保険、医療保険
がん保険、こども保険など
した。三条市内のまちやま図書館（隈研吾の最新建
・
【SOMPO で乗ーる】法人・個人へ「こみこみカーリ
造物に関心しておりました）
、神明町の「旧虎松時計
ース」提案（4 台実績）
店」、旭町の「旧診療所の喫茶店」、スノーピークな ・
【Akippa】空き地の駐車場シェアサービス「アプリ」、
オーナー募集
ど。新潟市内では、みなとぴあ新潟市歴史博物館、旧

ず、愛犬との生活です。マイブームのインスタグラ

笹川邸（南区味方）・
「平澤 興」記念館(国際ロータ
リー第 2660 地区ガバナー.京都東ロータリークラブ
所属)等の建物を巡りました。
『会社概要』弊社は新飯田の実家に店舗を構えた
小規模事務所です。代理店では売上を求めて新規拡
大より、既存のお客様を大切にする活動を心に誓い
ました。頼られる人物を目標に「１：５の法則」のも
と、5 倍かかる未開拓の新規の時間・労力を、お得意

弊社のこだわり
｢お客様本位」
・「１：５｣の法則
ご継続：「丁寧な説明」「最新情報」の紹介
お客様仲介：1,000 人のお客様マッチング
・不動産
・自動車売却
・遺品整理
・弁護士紹介
など「解決支援」
事故対応：時間をかけて「保険金」をお渡し

様や既存のお客様に当てた方が、円満にかつ長いお
付き合いができて、新しいお客様を紹介してもらえ
る等の実践を心がけています。成約率も高いという
メリットに期待するところであります。
特に事故対応では、
「保険金」をお渡しして安心を
お届けする。ご継続の際は、
「丁寧な」説明、最新情
報を紹介して、納得いただいた更新手続き。仲介サ
ポートサービスでは、不動産・自動車・車検・遺品
整理・士業（弁護士）など、業者や専門家をご紹介
し問題の解決支援などを行っております。弊社は、
専門家のお客様や、親友や、知人の人脈に恵まれて
おります。
今年、創業 35 周年を迎え、いずれ将来は、燕三条
駅か、東三条駅周辺に店舗を構え、来店し易いカフ
ェみたいなお店を構えるのが夢であり目標です。
35 年の実績と、信用組合時代のお客様とのコミュニ
ケーション、工務店での建築知識、医療機器営業で
学んできた医療の知識などの経験を、事故対応で活
かしております。
事故対応では保険会社へ提出する「報告書」
「修理
見積」
「故障の証拠画像」の 3 点セットが必要となり
ますが、保険会社の「承認」を得られなければなりま
せん。
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⚫ 昭和 62 年 安藤哲夫（現会長）が、紳士服の仕立
て屋 テーラー「マルシン服装」
（三条市神明町。
一ノ木戸商店街内）を閉店し、
「安田火災（現損保
ジャパン）
」損害保険代理業を始める
⚫ 平成元年 「安藤保険事務所」新潟市南区（旧白
根市）新飯田開設。損害保険・生命保険の「損保
ジャパン専属」総合代理店
⚫ 平成 17 年「㈱RC 保険新潟」法人成り
⚫ 平成 23 年「㈱RC 保険新潟」安藤宰 入社
⚫ 平成 29 年 事業承継し、安藤宰が社長、安藤哲夫
が会長に就任
⚫ 令和 3 年 社長の息子である、安藤輝が就職
⚫ 【現在】創業 35 年。３世代で経営に従事。損保ジ
ャパン「JSA 中核代理店会」新潟副分会長 就任。

事例１、ビルの外壁からの雨漏り、本当は、経年

弊社は、形のない商品を買っていただく保険の

劣化の建物ですが、雨漏り被害を調査して立証し

仕事です。信用を第一に、お客様からより信頼い

て行きます。

ただけるような、また社員からの尊敬されるよう

事例２、住宅。瓦の割れた「大雪」被害。目視で

な代表者になりたいと思っております。

は、10 枚ほど瓦が割れた出来事でしたが、建物・

そして、いずれは同世代の仲間や知り合いの経

屋根全体をくまなく 2 日かけて調査して、大雪被

営者へ、この三条北ロータリークラブの魅力を伝

害の屋根瓦交換、雨どい工事、台風による「網戸」

えられる信頼されるような人物になりたいと思っ

破損を認めていただき、当初数万円の補償だと予

ており、会員紹介も頑張りたいと思っております

想しておりましたが、2 百万円超の補償に成功。

ので、どうぞご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願

月刊経営情報誌『Anchor』アンカー令和 3 年 9

い申し上げます。

月号掲載では、新潟県内で事業継承の実情をイン
タビュー「タレント 松尾伴内」さんが来店されま
した。データバンクなどで調査され取材オファー
いただきました。事業継承は、事業継承の支援団
体、商工会議所や金融機関などでも盛んにセミナ
ーや支援を実施しているが、簡単そうで意外と難
しいこと。このまま親子で力を合わせお客様を大
切にお付き合いして欲しいと応援のメッセージを
いただきました。

ナル and 松山会長杯 ゴルフ大会
開催日：10 月 13 日(木)

場所：日本海カントリークラブ

参加者：佐藤義英、石川一昭、花井知之、松山浩仁、田口実仁佳、森 宏、武田恒夫、
安藤 宰、丸山 勝、岡田大介 (敬称略)
ハンデ戦
優 勝：佐藤義英 会員

準優勝：石川一昭 会員

３位：安藤 宰会員

優 勝：安藤 宰 会員

準優勝：石川一昭 会員

３位：中山正義 同好会会員

ぺリア戦

松山会長賞：

武田恒夫会員・森宏会員・田口実仁佳会員・花井知之会員・岡田大介会員
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11 月
日

月

行事予定（第４分区内ＲＣ）

火

水

木

金

日

1

2

3

4

5

11

12

三条北 RC
｢コロナ収束記念
(願望)夜例会｣

三条 RC
休会(祝日の週)

三条東・燕 RC
燕・加茂・巻 RC
休会

吉田 RC
休会

開会 18：30
会場 ロイヤルホテル

6

7

8

三条南 RC
｢第一例会｣

13

9

三条北 RC
｢財団月間｣
地区 寄付・資金・
ポリオプラス委員長
髙坂光一様(高田 RC)

14

21
三条南 RC
休会

27

三条 RC
三条東 RC
吉田 RC
｢財団月間｣
｢外部卓話｣
｢外部卓話｣
地区Ｒ財団委員会 燕 RC｢夜例会｣
地区 R 財団委員長
補助金委員
加茂 RC｢外部卓話｣・
佐藤真様
木村譲様
巻 RC 通常例会

15

16

三条南 RC
三条北 RC
｢地区大会報告｣ ｢地区大会報告会｣
松﨑孝史会長
松山浩仁会長

20

三条 RC
｢地区大会報告｣
西山徳芳会長

22
三条北 RC
休会

28

10

17

23
三条 RC
休会
(勤労感謝の日)

29

18

19

三条東 RC
吉田 RC
｢地区大会報告会｣ 夜例会
燕 RC｢内部卓話｣
加茂 RC｢ﾜｲﾝ例会｣
巻 RC
｢ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問｣

24

25

26

三条東 RC
吉田 RC
休会
｢財団月間｣
燕 RC
｢外部卓話｣
加茂 RC｢財団月間｣
巻 RC 通常例会

30

三条南 RC
｢ﾗｲﾗ研修報告｣
研修生

三条北 RC
三条 RC
｢第 3 回ｸﾗﾌﾞ戦略会議｣ ｢外部卓話｣
松山浩仁会長
三条信用金庫
常務理事
星野光一様
★上記以外ＲＣ 火曜日 分水・田上あじさい 木曜日 見附

記帳受付

１日(火) 三条北 RC

三条ロイヤルホテル

１７日(木) 加

茂 RC

加茂市産業センター

２日(水) 三

条 RC

三条信用金庫本店

１８日(金) 吉

田 RC

燕市吉田産業会館

８日(火) 分

水 RC

新潟大栄信用組合本店
11：00～14：00

10：00～15：00
２１日(月) 三条南 RC

三条信用金庫本店

地区予定
１１月１２-１３日

髙橋年度 地区大会

ANA クラウンプラザホテル新潟

Ｒ５年 ３月１１日(土)

米山年度 ＰＥＴＳ

ジオ・ワールドＶＩＰ

４月１５日(土)

第４分区ＩＭ

ホテル富士屋

５月２０日(土)

米山年度 地区研修・協議会

燕三条地場産業振興センター
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