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皆さんこんにちは。 

本日、午前中に東クラブの近藤

会長と三条市特別支援学級児童生

徒「ウインターフェスティバル」

に参加するため本成寺中に行って

参りました。例年は 20名程度の参

加でサンタは一人で行っていたと

いう事ですが今回は近藤会長と二人と言う事で本

成寺中、西鱈田小、月岡小合わせて 50 名近くの子

供たちが参加していたと思います。子供たちに交じ

って初めての遊びをしながら暫し童心に戻り最後

にプレゼントを渡して楽しいひと時を過ごして来

ました。私は 1,2 年生の輪の中に入ったのですが

「私、クリスマスプレゼントはねニンテンドースイ

ッチが欲しいの」とか「私、野菜いっぱい食べれる

よ」とか沢山話しかけてくれるのですがそれが純粋

で無垢で可愛いなあとつくづく感じました。そして

こういった子供たちの笑顔が少しでも増やせるよ

うにと先週の木曜日に武田幹事、羽賀社会奉仕委員

長と共にフードバンク協議会を訪れ 50 万円の目録

を贈呈してきました。年の瀬に美味しいケーキが頂

けますように。 

そしてこの 1週間もサッカーワールドカップで 

盛り上がりました。昨夜の試合はとても起きていられなく今朝結果を知りましたが本当に惜しかったん

ですね。先制しながら追いつかれ延長戦までもつれ込まれ最後 PKで負けるとは残念でなりません。しか

し強豪ドイツとスペインを破っての決勝トーナメントでしたから素晴らしい活躍です。負けたのは残念

ですがこれからは寝不足になることもないのでゆっくりとおやすみ下さい。 

 
 

・髙橋ガバナーより、｢訃報｣ 

2016-17 年度 RI2560 地区ガバナー田中政春様(長岡西 RC)が 12 月 2 日にご逝去

されました。（享年 86歳） 

・三条ローターアクトクラブより、｢12月第二例会のご案内｣ 

日時：12月 22日(木)19：30～21：00 会場：三条･燕地域リサーチコア 

・比国育英会バギオ基金より、｢2021年事業報告書の送付と基金へのご寄付のお願い｣ 

・三条市ＰＴＡ連合会より、｢第 40 回ふるさと絵画コンクールの御礼｣ 

◆本日の行事：「新入会員卓話」 

◆本 日 の 出 席：５４名中３２名 

◆先々回の出席率：５４名中４３名 79.63％ 

（前年同期 80.70％） 

◆先週のメークアップ(敬称略)： 

11/29ＰＥＴＳ実行委員会 

米山忠俊、石川一昭、渋谷義徳 

武田恒夫、羽賀一真、 

12/1 社会奉仕事業 贈呈式 松山浩仁 

武田恒夫、羽賀一真 

12/3 地区運営会議・米山ＧＥ渡米壮行会 

米山忠俊、石黒隆夫、石川勝行 

渋谷義徳、石川友意、佐藤義英 

金子太一郎、石川一昭、丸山 勝 

岡田大介、外山晴一、森 宏 

渕岡 茂、吉田文彦 

＊本日の配布書類等 

・ガバナー月信 12 月号（閲覧） 

・ロータリーの友 12 月号 

・週報 No.1687 

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１２月６日 第１６８８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.20 

  

  

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！」  

幹事報告：武田恒夫 幹事 

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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花井知之 親睦活動委員長 

クリスマスパーティーのご案内  

日時：12月 22日(木) 会場：餞心亭おゝ乃 会費：2,000円 

22 日(木)に変更ですので、お間違えないようお気をつけください。尚、当日はたくさん

の賞品をご用意してお待ちしておりますので、奮ってのご参加をお願いいたします。 

 

金子太一郎 クラブ会報・雑誌委員長 

ロータリーの友 12 月をご紹介します。横 p.7｢私の健康めし｣では 12 月は｢疾病予防と

治療月間｣ということで、各県の健康めしの中、新潟県は｢新潟米粉のフル活用｣が載って

います。p.14｢ピンピンコロリは食事から｣、死ぬまで自分の身の回りのことを自分でで

き周囲とコミュニケーションが取れ眠るような死で生を全うするということです。皆さ

んこういう風な死に方をしてくださいってことです。次の p.15食事の常識ということで、

栄養ドリンク剤は値段が高いほど効果があるのか等の豆知識が載っております。p.16 新潟にも来られた

2750 地区 GEの宮崎陽市郎さん(東京三鷹 RC)の記事です。米山 GEはじめ当クラブのメンバーも写った写

真が載っています。縦 p.9 尾崎康さん(浦和中 RC)の弁護士さんで、尾崎豊のお兄さんだそうです。弟さ

んとの思い出話や自身の弁護士から裁判官になり、また弁護士に戻られた記事が載っております。 

 

羽賀一真 社会奉仕委員長 

先週 12月 1 日(木)、フードバンクさんに去年に引き続きクリスマスケーキを寄贈して参

りました。50 万円の支援です。今年の寄付目標額 800 万円クリスマスケーキ 3,000 個と

ありますが、需要が多く供給が追いつかないという事でした。現状、離婚や死別の母子家

庭も大変ですがそういう家庭以上に夫の DV から逃げて来て離婚もできず養育費ももら

えず、コロナ給付金も夫に取られるという家庭が本当に大変との事です。ご協力いただ

ける方は記載されているクラウドファンディングもしくは直接口座振込等へのご協力をお願いいたします。 

第 6 回  役員理事会議事録  

開催日時 令和 4年 12月 6日（火）11：30～12：30 

開催場所 三条ロイヤルホテル 

出席者 

出席数 １６名（委任状 ３名）/１６名   

松山浩仁、森 宏、高橋研一、高橋研一、武田恒夫、金子太一郎、齋藤孝之輔 

石川一昭、渋谷義徳、佐藤義英、大橋桂子、外山裕一、花井知之、宮川雄一郎 

石丸 進、渡辺 徹、羽賀一真 

協議事項 協議結果 

1. 指名委員会報告 2024-25年度会長、 

2025-26年度(第 40代会長)推薦について 

承認 

2. 次年度役員理事の件 2023-24年度役員理事について 承認 

3. 定款・細則変更の件 ・理事会の会合(定款第 8 条 第 3節) 

・出席規定の免除(定款第 12条 第 3節(b)) 

・2022年規定審議会により標準 RC定款条項

の表記に対応 

承認 

4. 2023-24年度第 2560 地区役員ご推挙のお願い 2023-24年度ロータリー財団委員会 

補助金委員会 委員 渕岡茂会員 推挙 

承認 

5. クリスマスパーティー企画案 日程変更 22日(木)へ変更 

日時：12月 22日(木)18：30～20：30 

会場：餞心亭おゝ乃 会費：2,000円 

承認 

6. その他   ・12月 1日、フードバンク｢クリスマスプロジェクト｣支援金贈呈 報告 

  ・下期会費の支援対象会員について、自己申告により支援継続  

  ・山崎勲会員の退会手続きについて（9/6理事会で承認済み）  

  ・地区大会準優勝賞品(商品券 5万円)届きました。  

委員会報告 
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羽賀 一真 君 先日(12/1)松山会長、武田幹事と一緒にフードバンク様へ訪問し、 

クリスマスケーキを寄贈して参りました。大変喜んでいただきました。 

星野 義男 君 ロータリー財団に協力します!!久々の下村さん、顔を見て安心しました。 

渋谷 義徳 君 座席に財団のＢＯＸがありましたので、協力します。 

落合 益夫 君 ＢＯＸに協力。 

石川 友意 君 いつもご寄付ご協力いただきありがとうございます。 

吉川さんの卓話に感謝して!! 

   

   

   

石黒 隆夫 君 吉川さん、卓話ありがとうございます。 

大野 新吉 君 吉川さんの卓話ご苦労様です。 

   

   

   

松山 浩仁 君 吉川さんの卓話を祝って！ 

米山 忠俊 君 吉川将人会員卓話ご苦労様です。お父様とは会長・幹事のコンビで 

お世話になり、いい思い出がありました。今日は楽しみにしてました。 

宜しくお願いします。 

佐藤 義英 君 吉川君、卓話御苦労様です。ＢＯＸに協力!! 

本間建雄美 君 吉川新入会員 卓話楽しみに拝聴させていただきます。 

石川 一昭 君 本日の卓話 吉川会員、よろしくお願いします。 

武田 恒夫 君 吉川さん、卓話楽しみにしています。 

齋藤孝之輔 君 本日早退させていただきます。 

途中から田口みにか副ＳＡＡに交代しますが、よろしくお願い致します。 

森  宏 君 日本のサッカーの次の課題はＰＫですね。 

花井 知之 君 協力します。 

福岡 信行 君 吉川さんの卓話を楽しみにしております。 

宮川雄一郎 君 本日の卓話吉川さんお願い致します！ 

安藤 宰 君 吉川さん、緊張されていると思いますが、がんばって下さい。楽しみにしております。 

田中耕太郎 君 ＢＯＸに協力です。 

長谷川哲昌 君 夜中のワールドカップ、皆様も寝不足のことと思います。日本は負けてしまいました

が、少しの感動と共に寝ました。朝、起きてビックリしましたが、子供 3 人とも学校

をサボっていました。うちにとっては悲劇でした。 

 

 
 

オフィスキッカワ 三条北ロータリークラブ入会までの道程 

オフィス キッカワ 代表 吉川将人 会員 
 

■開発実績 

20年以上に渡り多様な IT技術で

職業奉仕。 

個人プレイでエンジニアをして

いるので、大企業さんのお手伝

いが主な業務です。 

これまでキャノンさん、NEC さ

ん、NTT さん、日立さん、セブ

ン銀行さん、LINEさん関係各社

や他多数企業から依頼された

Webや組み込み、アプリ領域を中心にシステム開発

を行ってきました。 

■これまでの道程 

それでは地元・三条で生まれ育って、どのように

してこうなったか、振り返ってみましょう。 

少年時代 

旧下田村、大浦小学校にて育つ 1970年代ー1980年

代前半大自然の中で、鼻を垂らし、とんぼやバッ

タを追いかけ、純真無垢で無邪気な時代を過ごし

た。事業経営者の長男として大変甘やかされ、暖

１２月 ６日現在累計  １９６，０００円 

ロータリー財団 BOX 

本日の行事 ： 「新入会員卓話」 

１２月 ６日現在累計  ４３０，０００円 

ス マ イ ル B O X  

１２月 ６日現在累計  １４１，０００円 

米 山 奨 学 B O X  
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かく円満な家庭環境に育ち、最も幸せな時代だっ

たと言えます。 

中学時代 

1980 年代後半、旧下田村、下田中学校へ中学では、

柔道部に入部し、日々熱心に取り組んでいました。

しかしある日、練習の際、複雑骨折の大怪我を負

い、入院そして引退を余儀なくされました。残念

な気持ちでしたが、そのときに恩師・石坂先生よ

り金言を授かったことが、その後の人生に大きな

影響を与えることとなりました。中国の兵法書、

『三略』より柳に雪折れなし 柔よく剛を制する 

高校時代 

1980年代末、三条市、三条東高校へ 

高校では怪我の影響がありスポーツも行わず、勉

強も嫌いになってほとんどしませんでした。特に

物理や数学は苦手意識が強くなりました。しかし

それでも、趣味に熱心になり、当時流行のアメリ

カへホームステイや洋楽を通じて、英語は得意と

して行きました。またこの頃、日本電気（NEC）製

の PC8801 や PC9801 シリーズのパソコンが父の経

営する会社（株式会社オリエンタル）に導入され

ました。これをきっ

かけにコンピュータ

に興味を持ち、業務

終了後、毎晩のように

こっそり触りに行くよう

になります。そこで会

計処理や表計算ソフ

トを脇で見つつ、パソ

コンゲームを楽しんで

いました。これがその

Cropped from File:NEC PC-9801UV owned by 

Takayama city.jpg uploaded by User:Miyuki 

Meinaka. 後のプログラミング人生のきっかけです。 

大学時代 

90年代前半 東京都、私立成城大学にて育つ 

コンピュータやプログラミングは好きだったもの

の、当時はまだ遊びにしか見えませんでした。特

にこだわりなく視野を広げたい思いがあり、故郷

を離れ東京の文系大学へ進学します。社会・経済

や外国語（英語・中国語など）を中心に学びを深め

ました。これは直接現在の仕事とは関係ない学術

分野ばかりだったものの、一般的な論理的思考力

や分析力・説明、論証の技能を磨くことができま

した。卒業論文では新聞メディアの経営に関する

研究レポートを発表し、その年の最優秀作と認め

られました。永久保存版として今なお大学の書庫

に保管されているとのことでございます。 

慶應ボーイならぬ成城ボーイとなる 

その一方、海外のロックミュ

ージックの影響を受け、趣味

でギターを弾き、歌を歌い、

バンドを結成して、度々ライ

ブ活動を行っていました。

尚、この時出会った大学の同

級生が、現在の妻・美奈で、

常に友達感覚の絶えない夫婦として過ごしていま

す。当時の雰囲気をよく表し、またその後の人生

の歩みを代弁するミュージシャンの言葉が残って

います。 

君の好きなことを見つけ、それをするんだよ。好

きなことをしないなんて、人生の浪費だよ。 

By. ビリー・ジョエル 

とはいえ、そう甘くはないことが社会人となって

から分かります。好きなことをするために、嫌な

ことにも取り組んだものでした。 

社会人時代 

90年代後半、新潟・三条に戻り、新人研修父の経

営するプラスチック製造業の株式会社オリエンタ

ルを継承するため入社、取引先大手の三菱樹脂さ

ん（現・三菱ケミカル株式会社）に出向し研修をし

ながら、ビジネスマンとしての基礎を習得しまし

た。泥臭い地道な営業活動、製造現場の作業も全

てこなし社会経験の蓄積に励んだものです。その

中で、ビジネススキルを高めるために、プログラ

ミング技術を独学で勉強し始め、これが好きな仕

事になりそうだと気が付きます。 

新規事業時代 

インターネット元年以降－2000年代 

周りを見れば、ビジネスの世界は IT・DX化へ向け

て年々進化している時代が到来していました。家

業のモノづくりでは将来性に期待できず、売上面

でも厳しいと予想しました。そこで既存事業を成

り行きで手伝いながら、好きなプログラミングを

新規事業として立ち上げていくことにしたのです。

まず小さな研究開発や受託開発から始め、徐々に
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経験を積んだ結果、新潟市のキヤノンイメージン

グシステムズ社より、プリンタ制御ソフトウェア

開発のお誘いがあり、同プロジェクトに従事。そ

の他、NECさんや日立製作所さんの案件などを支援

し実績を重ねていきました。 

現場の思い出 

御手洗経団連会長のご来訪 

キヤノンさんの現場に従事していた時、日本経団

連会長（現名誉会長）の御手洗冨士夫社長が新潟

まで現場視察にいらしたことがありました。現場

の人間は「Google社のような個人の力量で勝負で

きなくとも、皆で一致団結して頑張ろう」と一同

激励を受け、私も感動したことをよく覚えていま

す。自身の成長へ向けて大いに背中を押されまし

た。 

丸の内時代 

2010年代、夢を求め、再び上京 

新規事業は順調に進み、より大きな仕事を夢見て、

江東区東陽に東京事務所を開設しました。さすが

に東京なだけあって、仕事の話は依頼は限りなく

多く、今後の事業展開に相応しいプロジェクトを

選ぶことができました。そこで丸の内にあるセブ

ン銀行さんと出会い、DX推進・サービス開発支援

に参画することになります。 

転機の訪れ 

孫正義さん@東京国際フォーラム 

ある日、ソフトバンク孫正義さんが転職者募集イ

ベントを開催し、招待が来たので参加しました。

この時「志高く」との説話を聞き、夢の実現へ情熱

を捧げることの尊さを実感します。この話を聞い

て、自分なりに解釈した結果、 

「志優しく、柔らかに」 

できることから始めようと思いました。検討の結

果、既存事業の影響を受けないように、分離独立

という判断に至ります。 

独立時代 

2010年代後半以降 オフィスキッカワ設立 

そのような経緯で、そのまま東京で ITエンジニア

として独立し、オフィスキッカワを設立します。

自身は代表かつプレーイングマネージャーとして

経営にあたっております。分かりやすい例で言え

ば、デザイナーや著述業などと同類で、個人事業

主・フリーランスということです。 

開発事例 

独立に際して、広くデモンストレーションを行う

必要がありました。そこでアジャイル開発の概念

を表現した iPhone アプリ『アジャイルポーカー』

を開発し、Apple の Store 上に無料公開して様々

な案件の土台として活用しております。現在は公

開終了したものですが、また余裕があれば最新版

にアップデートして公開したいと考えております。 

現在の注力案件 

契約中は機密保持厳守ですので、名前は明かせま

せんが、某上場企業さんの iPhoneアプリケーショ

ン開発の支援業務に携わっています。 

仕事のスタイルはリモートワーク 

たまに東京へ顔を出す必要もあり、リモートワー

クで二拠点間居住をしつつ、地元三条と東京を移

住しながらがんばっております。いまは三条をメ

インに腰を据えて仕事ができる状況です。しかし、

状況次第では東京常駐になることもあるでしょう。 

信念のプログラミングと経営方針 

経営をする上で、常に信念を持って臨んでおりま

すが、その際に心がけていることがあります。少

し紹介しましょう。 

ＤＲＹ原則 Don’t Repeat Yourself 

情報処理の重複はやめ、集約し効率化することを

基本理念とすべし 

その他にも KISS原則や YAGNI原則といったシステ

ム開発上の理想とされる原理原則に影響を受け、

経営理念として導入しています。 

1. KISS原則：「Keep it simple stupid.」（シンプ

ルで愚鈍にする）、もしくは「Keep it simple, 

stupid.」（シンプルにしておけ！この間抜け）、

もしくは「Keep it short and simple.」（簡潔

に単純にしておけ）という内容の、設計の単純

性（簡潔性）は成功への鍵だということと、不

必要な複雑性は避けるべきだ、という原則。 

2. YAGNI原則："You ain't gonna need it"、縮め

て YAGNI とは、「機能は実際に必要となるまで

は追加しないほうがよい」とする、ソフトウェ

アのエクストリーム・プログラミングにおける

原則である。 

無借金経営 

経営の基本姿勢については継承。いつでも身軽に

気楽でいたいので、プライベートでもビジネスでもロー



-6- 

 

ンや融資は抱えない経営方針です。この点は柔軟

にではなく、堅く守っている父の教えと言えます。 

※但し、クレジットカード程度は、許容範囲で使います。 

ロータリー時代 

チャーターメンバーの父の薦めでこのような道程

を経て、三条北ロータリークラブへ入会する運び

となりす。直接のきっかけは、父の勧めでした。

父・吉川吉彦はチャーターメンバーとして三条北・

東ロータリークラブの活動に熱心に取り組んだと

聞いております。特に三条東ロータリークラブの

設立に深く関わり、副会長として活躍したとのこ

とです。既存事業の代わりに熱心だった職業奉仕

の精神や伝統の経営姿勢を継承することで、親孝

行の意志を示そうと考えております。 

以上、ロータリー入会までの道のりを紹介させて

いただきました。 

続いて、簡単にプライベートな話題も紹介しましょう。 

■家族 

文系一家から理系男子が出た！ 

父も母も新潟県三条出身。父は経営者として事業

やロータリークラブ、倫理法人会活動にも励み、

仕事熱心で家庭を顧みないタイプです。母は堅実

に家を守るタイプです。妻は大学時代の同級生で、

長い付き合いになりますが、いつも友達感覚の仲

で苦楽を共にしています。特に大きな出来事とい

えば、一人息子の成長についてです。三条の裏舘

小学校から長岡附属中学校、長岡高校へと進学し、

現在は東京農工大学・工学部にて機械システムを

学んでおります。私は文系大学出身でしたが、息

子は理系大学に進んでくれたので、大変感慨深い

ものがありました。今後、低迷する「技術立国・日

本」の復権を支える技術者として成長することを

願っております。 

ついでに現在の教育の話 

昨今、小中高と学校教育の現場で、プログラミン

グ教育が義務化されてきております。何の学術的

研究をするにしても、IT技術とは無縁でいられな

い時代になっていると言えそうです。親として、

息子にプログラムを教え込んだことはないのです

が、大学の現場で既にみっちり取り組んでいるよ

うで、びっくりしました。こちらは息子が送って

きた Pythonプログラムです。微笑ましく見ており、

お年玉を弾んでやる必要があると考えております。 

これまで堅い話ばかりでした。気楽な趣味の話に

参りましょう。 

■趣味 

旅行やパワースポットやディープスポット巡り 

酒場編 

趣味まじめな観光も好きです編 

山形県・米沢市の上杉神社 米沢藩主・上杉鷹山公

の像 

「為せば成る 為さねば

成らぬ何事も 成らぬは

人の為さぬなりけり」と

仰いました。 

無理難題に対しても、ま

ずは考え、少し試しに行

動してみると、次の方法

や別の方向が見えてくる

ことは多いですね。こち

らも重要な人生訓となっています。 

趣味競馬編  

その他の趣味

のひとつ 

今年は牝馬と

の相性が良い

です。 

特にスターズオンアース、ジェラルディーナの  

2頭には馬券的に救われました。最も感動したレー

スは、G1・天皇賞（秋）でのパンサラッサの大逃げ

でした。惜しくも 2 着に敗れましたが、最後まで

連対を死守した姿は涙ものでしたね。 

ご静聴ありがとうございました。 

 

出典： Andy Hunt と Dave Thomas の著書 
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