
 

司 会 中川 会場監督  点 鐘 西村 会長 

国歌斉唱／ロータリーソング 

ロータリーの目的 朗読／四つのテスト 唱和 

ビジター 高岡西 RC 1 名 

会長挨拶／報告 

■誕生祝 

千田 祐司君〔6／15・49 才〕 

塩崎 有克君〔6／16・87 才〕 

山本 政則君〔6／18・49 才〕 

山本  毅 君〔6／20・65 才〕 

浅野 弘昭君〔6／23・61 才〕 

河村 拓栄君〔6／24・59 才〕 

福田 剛平君〔6／29・45 才〕 

 

幹事報告    

■次年度理事会⇒本日 13:30～桐の間 

■次週 6／21 例会は最終例会・夫人同伴懇親会 

 例会 18:00～桐の間 懇親会 18:30～鳳凰の間 

 

＜ ニコニコＢＯＸ   21 件 61,000 円 ＞ 

高岡西 RC 在田様／今年度最後のメークアップに高岡

RC に来れて嬉しいです。 

西村会長／本年度最後の卓話は山下会員より高岡の代

表企業である三協立山㈱の概要を話していただける

そうです。大変楽しみにしています。 

伏江副会長／西村年度最後の会員卓話です。山下さん

宜しくお願い致します。6 月 21 日いよいよ最終夜

間例会にて加藤年度へ引継ぎです。長いようで短か

った一年間でした。会員皆様に感謝！ 

竹中幹事／本日は今年度最後の卓話。山下社長よろし

くお願いします。 

牧野君／山下さん、西村年度最後の卓話よろしくお願

い致します。 

板谷君／山下さん、卓話楽しみです。先日、夫婦で次

男のいる中国へ行ってきました。彼の案内で大連、

北京と楽しい旅でした。感謝。 

吉田君／山下さん、卓話楽しみにしています。私ごと

ですが、昨日、某銀行のｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟで生涯 3 回目のﾎｰﾙ

ｲﾝﾜﾝを達成いたしました。皆様に感謝。 

山下君／はじめての卓話です。緊張します。 

藤田君／金屋町界隈で今年も開催されます。皆様には 6

月 19・20 日ぜひ千本格子の風情を楽しみに来てくだ

さい。そして北日本新聞様には法被のご寄付を頂き

感謝です。また、在田様に久しぶりに会い嬉しく思

います。 

稲田君／6 月 5 日に長女が 2 番目と 3 番目の子供を同

時に出産しました。女の子達でした。昨夜、奥さん

が研修のため入院中の娘と 4 人で病院に泊まりまし

た。何だか大変な気配がします。 

梶谷君／吉田さん、昨日の北陸銀行のｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟでのﾎｰﾙ

ｲﾝﾜﾝおめでとうございます。 

高木君／この度「高岡南部地域活性化推進協議会」で

地域活性化の活動に携わることになりました。ﾛｰﾀﾘｰ

の精神ともｼﾝｸﾛさせ、地域経済・社会の総合的な振

興発展のために微力ながら誠心取り組んで参ります。

皆様からのご指導よろしくお願い申し上げます。 

吉村君／6月 12 日の株主総会で北陸支社長に再任され

ました。また 1 年間よろしくお願いします。 

塩崎（有）君／誕生祝どうも有難うございます。とう

とう米寿となりました。（数えて） 

山本（毅）君／誕生祝ありがとうございます。 

田中君／前回、誕生祝いを頂きありがとうございまし

た。 

浅野（弘）君／誕生祝ありがとうございます。人生 90

年まだまだ ひよ子です。 

千田君／誕生祝ありがとうございました。ところで、

高岡産の最高においしいメロン「ゆうかメロン」が

出荷一週間後となりました。糖度、香り、抜群の逸

品です。すでに皆様の会社にはパンフレットをお届

けしていると思います。お中元にご自宅用に是非ご

利用くださいませ。 

若野君／皆出席祝いを頂きまして有難うございます。 

吉岡君／申し訳ありませんが本日早退させていただき

ます。 

渡辺君／本日、早退させていただきます。 
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本日のプログラム 

会員卓話 

「三協立山㈱の概要」 

山下 清胤 会員 

 

創業者の“竹平政太郎”氏が 1960 年に当社の前身とな

る「三協アルミニウム工業株式会社」を設立してから

約 58 年が過ぎました。その間、祖業のアルミ製日用品

からビル、住宅用のアルミ製サッシ、エクステリアへ

と事業領域を拡大してきましたが、バブル経済崩壊後

に発生した市場停滞に加えて、将来的な建設市場の縮

小見込みなどから 2003 年、創業者の実弟である“竹平

栄次”氏が立ち上げ、サッシなどの製造販売を行う「立

山アルミニウム工業株式会社」との経営統合を決定し

ました。その後、約 10 年にわたって事業再編を進め、

子会社の設立や統合・合併等を進めました。 

2003 年に始めた事業再編の終盤となった 2010 年、10

年後となる 2020 年に当社が目指すべき姿として

「VISION2020」という長期ビジョンを作成し翌年に

発表しています。新築市場の衰退を見越し、改装・リ

フォーム事業を強化すること、得意とするアルミ技術

を生かしてこれまでの建材分野だけでなく、非建材事

業を強化すること、当時売上の 1％未満であった海外分

野での展開を強化すること。この 3 つの成長戦略を進

めることで長期的な成長を狙ったものです。2018 年の

現時点では計画に近い成長分野もありますが、まだま

だ道半ばのところもあり、引き続き不足分野での取り

組みを継続していきます。 

海外展開に関しては、「欧州」と「中国・タイ・ASEAN」

に M&A により取得した子会社を中心に拠点を設け、

日本を含めた各地域間でグループが保有する技術やノ

ウハウ、顧客を共有し、展開するシナジー創出に取り

組んでいます。 

 

1960 年の創業から半世紀以上が経ちましたが、当社は

創業者の“地元”に多くの人が働ける場所を創りたい

という思いを受け継ぐとともに、お得意先・地域社会・

社員の協業という経営理念を大切にして、これからも

事業の成長に取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【次年度理事会】 

※米山奨学会クラブ寄付振り分けの件⇒可決 

現在クラブ寄付は 1会員12,000円普通寄付をしてい

るが内 6,000 円を特別寄付に振り分ける。 

※創立 70 周年積立資金継続ならびに積立金 20,000 円

徴収の件（別紙資料）⇒可決 

※委員会構成変更の件   

 プログラム委員長 吉村 秀男（駒沢会員退会の為） 

※年間計画表変更の件                 

※事業計画・予算の件                  

※納涼懇親会開催の件                   

 日 時：7/26（木）例 会：18:00～  

懇親会：18:20～ 

 場 所：例 会：ＨＮオータニ高岡 桐の間 

     懇親会：ＨＮオータニ高岡 鳳凰の間 

 会 費：6,000 円 

※早朝例会の件 

日 時：8/2（木）6:00～6:20 座禅堂にて座禅 

          6:30～6:40 例会（大茶道にて） 

6:40～7:00 卓話（四津谷道宏氏） 

7:00    閉会 

※第１回親睦ゴルフの件                  

日 時：8/2（木） 

 場 所：ﾃﾞｲﾘｰ郡上ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 10：00 頃ｽﾀｰﾄ 

 会 費：5,000 円 

（Play 代自己負担、ﾊﾞｽ代半額自己負担） 

※事務員昇給の件⇒可決 

報告事項 

＊出席規定免除の件 

本多剛治会員・飴谷清会員 

＊５ＲＣ会長幹事会議報告 

7/2（月）高岡４ＲＣ市長マスコミ表敬訪問 

＊５ＲＣ合同ゴルフ大会 

2018/5/19（日）を予定し、段取りする（未確定） 

 ホスト：万葉ＲＣ 高岡カントリークラブ 

＊高岡市国際交流協会 年会費…国際奉仕より 

20,000 円支出 

＊射水神社奉納書道展 協賛金…社会奉仕より 

10,000 円支出 

＊卓話講師謝礼金・交通費・宿泊費の件（例年通り） 

＊地区役員 

 地区研修リーダー・諮問委員会委員・地区ガバナー

指名委員会委員・ロータリー米山記念奨学会部門カ

ウンセラー 永田義邦 

 地区国際奉仕委員会 副委員長 藤田益一 

 地区インターアクト委員会 副委員長 才高人思 

地区国際青少年交換委員会 委員 高木章裕 

米山奨学金・学友会小委員会 委員 中川 潔 

 


