
 

司会 塩崎(有) 会場監督  点鐘 花田 会長 

ロータリーソング／四つのテスト 

ゲスト 

  交換留学生 ハーリーメールホーン君 

会長挨拶／報告  

■誕生祝 千田 祐司君 〔6/15・48 才〕 
塩崎 有克君 〔6/16・86 才〕 

山本 政則君 〔6/18・48 才〕 

山本  毅 君 〔6/20・64 才〕 
浅野 弘昭君 〔6/23・60 才〕 

河村 拓栄君 〔6/24・58 才〕 
■6／30 付けで退会される石橋会員に記念品贈呈。退会
の挨拶 

■交換留学生に 6 月分のおこづかいを渡す 

幹事報告  

■配布⇒ロータリーの友 6 月号 

■次年度理事会⇒本日桐の間 13:30～ 

■4 番ﾃｰﾌﾞﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞ⇒本日 18:30～ エスタミネ 

■6 番ﾃｰﾌﾞﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞ⇒本日 19:00～ ル・プルミエ 

■次週は最終例会・夫人同伴懇親会として時間と場所を 

変更して行ないます。 

委員会報告 

■雑誌…ロータリーの友 6 月号紹介 

二コニコＢＯＸ  ＜ 13 件 57,000 円 ＞ 

花田会長・才高幹事／本日は今年最後の卓話を北村さん
に務めていただきます。トリ年のトリのお話ですので
楽しみにしています。 

岡本（欣）君／モントリオールに住む娘が３歳の息子を
連れて一時帰国しました。最初は言葉に我々も困りま
したが２週間経った今、６～７割は日本語で話してい
ます。子供はスゴイですね。北村会員、本日の卓話楽
しみです。宜しくお願いします。 

石橋君／平成１４年７月に入会以来１５年にわたって
皆様にお世話になり有難うございました。御礼申し上
げます。 

加藤君／先日６／１０（土）スポンサーをしております
伏木高校主催の２６１０地区インターアクト協議会
が開催されました。若林ガバナーノミニーに御講演い
ただき盛会にて終了致しました。クラブメンバーの方
にも多数出席いただき有難うございました。 

福島君／出席委員会ですが来週の最終例会は都合が悪
く欠席です。少し早めですが今年一年間、皆出席
100％にご協力を頂き大変ありがとうございました。
感謝申し上げます。 

立浪君／ハーリー君が我が家に来て１か月です。ナイス
ガイです。１０年振りに息子と暮らしている思いです。
ハーリーありがとう。 

伏江君／(株)研磨ックス北海道社員旅行のお世話をさせ

て頂きました。有難うございました。会社の益々のご
発展をお祈りしております。 

稲田君／欠席が続いてしまいました。申し訳ありません。
これから頑張ります。 

塩崎（有）君／８６歳の誕生日を祝っていただき有難う
ございました。もう少し元気で生きておりたいと念願
しております。 

山本（毅）君／誕生祝有難うございました。 
山本（政）君／誕生祝有難うございます。 
千田君／誕生日のお祝いを頂きまして誠に有難うござ
います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 １）キタムラ機械の遍歴 

 初代社長北村源次が、舞鶴海

軍中尉だった頃の１９２３年に、

英国ビッカース社に軍艦の立ち

合いと保全技術の習得の為に派

遣されていましたが、帰国後、

国産ブルドーザーを生産する為

に小松製作所（現コマツ）を技

術指導したことで、キャタピラ

ーやエンジン部品の製作を依頼され、１９３３年に高岡

市金屋町で鐵工所を始めました。今年創業８６年です。

ご存じの通り高岡は職人の町で、きっかけは前田利長公

の瑞龍寺があり、小松製作所初代社長河合良成氏が高岡

出身で、工場を積極的に県外から誘致されていたからで

した。また、金屋は、大形の鋳物鋳造が可能でした。小

松製作所から制作依頼された加工は、大型加工機の平削

り盤と呼ばれるプレーナーが必要でしたが、当時は国内

に必要とする機械が無く、自社で開発するしかなく、後

に強いご要望により多くの鐵工所にも販売することに

なりました。 当社が製造した機械は、昭和４５年には

生産台数で累計４，５００台以上となりました。事業拡

大に伴って、本社を高岡市戸出町に移転しました。現在

の本社の建坪は、約４万７千平米で、東京ドームよりも

少し大きな広さがあります。移転後は、プレーナーから
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卓話：北村 耕作 会員 

キタムラ機械の遍歴と工作機械の世界 



マシニングセンターに商品が移り変わりました。そのマ

シニングセンターの世界特許の取得件数も今では４０

０件を超えました。発明内容は、世界各国、国内外で高

い評価を頂きました。主な受賞歴では、昭和５５年「自

動化機械開発賞」、昭和５６年「精機学会賞」、昭和５７

年「科学技術長官賞」、昭和５８年「日本商工会議所会

頭賞」、平成８年「発明大賞」、平成１２年「日本ＩＴ大

賞」、平成１３年、「ものづくり日本大賞」などがありま

す。特許発明を活用したマシニングセンターの出荷累計

台数は、３万台以上です。最新鋭の工作機械を全世界５

２カ国のお客様に”Ｍａｄｅ ｉｎ 高岡”の「技術の

粋」を製造販売し続けています。 

 

 ２）工作機械の世界 

 マシニングセンターには立形、横形、門形の基本構造

があり。現在は、航空宇宙、人工衛星、ジェット機、建

設機械、自動車（高性能特殊、精密）、オートバイ、船

舶、医療、電子部品、半導体、ＩＴ関連、携帯電話やパ

ソコン、金型加工など様々な部品加工にご利用頂いてい

ます。いずれもミクロン台（1/1,000ｍｍ）の高精度加

工が要望されています。近年では、鉄、鋳鉄、銅、アル

ミなどの材料の他、チタン、インコネル、ジュラルミン、

ニレジスト、セラミック合金などの特殊な難作材料が、

次々開発商品化されています。「高精度に」、「早く」、「綺

麗に加工できる」、「誰にでも簡単に使用できる」その様

な機械をお客様に提供することを日々目標にして、「き

さげ」技術を用いた「高岡の匠の技」の「ものづくり」

を行い、多くのご要望を実現しています。 

                      以上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

【 理事会報告 】 

※会員退会の件⇒承認 

 渡辺  誠 会員（5／31） 

 大野 茂利会員（6／3） 

 吉田 彦夫会員（6／30） 

 山田 彰弘会員（6／30） 

※新会員推薦の件⇒承認 

・浅野 浩一（あさの こういち）氏 

 日本ゼオン(株)高岡工場 高岡工場長 

 推薦者：小間茂雄会員 高野泉会員 

・村杉 真哉（むらずぎ しんや）氏 

 北陸電力(株)高岡支社 高岡支社長 

 推薦者：高野泉会員 山下清胤会員 

・駒澤 信雄（こまざわ のぶお）氏 

北日本新聞(株)高岡支社 取締役高岡支社長 

 推薦者：西村博邦会員 梶谷英治会員 

・吉村 秀男（よしむら ひでお）氏 

 読売新聞東京本社北陸支社 北陸支社長 

 推薦者：塩崎吉康会員 石崎善朔会員 

・髙木 章裕（たかぎ あきひろ）氏 

 (株)タカギセイコー 代表取締役専務執行役員 

推薦者：花田修一会員 岡本欣治会員 

【次年度理事会報告】 

※米山奨学会クラブ寄付振り分けの件⇒可決 

 現在のクラブ普通寄付12,000円を、その内の5,000

円特別寄付に振り分ける 

※創立 70 周年積立資金設置ならびに積立金 20,000

円徴収の件⇒可決 

※委員会構成変更の件⇒可決 

 雑誌委員長：加茂輝隆会員 

 広報委員長：竹田光宏会員 

 世界社会奉仕委員長：多田誠一郎会員 

 RLI 委員長：藤田益一会員 

 職業奉仕副委員長：梶谷英治会員 

 地域発展副委員長：水持雅芳会員 

 国際奉仕副委員長：上野貴司会員 

 世界社会奉仕副委員長：北野繁会員 

 親睦活動委員：千田祐司会員・松下真一郎会員・

浅野浩一会員・村杉真哉会員・駒澤信雄会員・吉

村秀男会員・髙木章裕会員 

 プログラム委員：北野繁会員 

 国際青少年交換委員：水持雅芳会員 

※年間計画変更の件⇒可決 

※事業計画・予算の件⇒可決 

 クラブ運営費 地区協議会 300,000 円→400,000

円 

 予備費 440,000→340,000 円 

 今年度決算で決定した次年度への繰越金を前年度

繰越金とし、暫定の前年度繰越金 80,000 円との差

額を予備費で調整する。 

※納涼懇親会・新入会員歓迎会開催の件⇒可決 

 日時：7／27（木）例会 18:00～ 懇親会 18:20～ 

 会費：6,000 円 

※早朝例会の件⇒可決 

 日時：8／3（木） 6:00～ 

※第 1 回親睦ゴルフの件⇒可決 

 日時：8／3（木）山代ゴルフ倶楽部 6:34～ 

 会費：5,000 円（ﾌﾟﾚｲ代自己負担 ﾊﾞｽ代半額自己

負担） 

※事務員昇給の件⇒可決 

報告 

※本多会員・飴谷会員・菅野会員出席免除の件⇒承

認 

※高岡市国際交流協会 年会費 20,000 円（国際奉仕

より支出） 

※射水神社奉納書道展 協賛金 10,000 円（社会奉仕

より支出） 

※卓話講師謝礼金・交通費・宿泊費の件⇒例年通り 

※地区役員 

諮問委員会委員・地区ガバナー指名委員会委員・

ク 

ラブ奉仕部門Ａカウンセラー 永田義邦会員 

地区監査委員会委員長 河村拓栄会員 

国際奉仕委員会副委員長 藤田益一会員 

国際青少年交換委員会委員 加藤一博会員 


