
　来週の親睦ゴルフに、登録して頂いた皆
さんありがとうございます。スタートが８時35
分になりますので、宜しくお願い致します。懇親会・表彰式も
行う予定です。11月には皆さんが参加できるような面白い
企画を考えておりますので、また発信させて頂きますので、
どうぞよろしくお願い致します。

◎本日も出席ありがとうございます。青木社
長の卓話、期待してます。

　 福島佳之君、阿部充宏君
◎青木君の卓話を楽しみにしております。
 今泉正規君、池田達哉君、菅野秀士君、高橋孝行君
 丸山　弘君、橋本　勝君、前田泰彦君、鈴木　稔君
 前田泰彦君、成田英樹君
◎本日の卓話、お世話になります。
 青木　誠君
◎結婚、誕生日のお祝い、ありがとうございました。青木君
の卓話、楽しみにしております。

 中原喜範君
◎結婚祝い、ありがとうございました。
 竹谷金浩君
◎11月６日㈯猪苗代湖水草清掃。保土ヶ谷科学さん、20
人参加頂きました。10時から天神浜、皆さんもどうぞ。

 初瀬照夫君

　皆さん、こんにちは。コロナが明けて一回
飲食店に飲みに行きました。某ご年配の歴
史が好きな女性の方がご一緒だったんです
が、一時過ぎまで付き合わされてしまいまして、お恥ずかし
ながら久し振りのお酒で、次の日の午前中に会社を休ませ
て頂きました。多分皆様も同じだと思いますが、お酒をお飲
みになる時はちょっと注意して頂ければと思います。今日は
私の亡くなった父親の祥月命日です。朝一番でお墓参りを
して来たんですが、今日は天気が凄く良くて30年以上前に
他界しましたが、その時もこんな秋晴れの日だったなと妻と
話しながら車で向かいました。
　情報番組を見ていたら、こんな話題が載っておりました。
去年の６月にオープンした東京の池袋にブレイクルームとい
う施設があるそうです。廃屋になったようなビルの一室を借
りている所があって、中に不用品となった家電や食器が並
べてあるそうです。コロナ禍で外にも行けず、遊べず、友達
とも会えず、そういった方々を対象に、お金を頂いて完全防
備でハンマーやトンカチやつるはしで、その家電や食器を
ただ割るだけ、壊すだけの施設だそうです。昨年度が
1,300人もの人がそこに来場されたということで、うち女性が
6割だったそうです。コロナ禍で外に飲みに行けない分、家
飲みをなされている方は沢山いらっしゃると思いますが、奥
様ご家族と話題豊富に和気あいあいとお食事なさってます
でしょうか。私はこのニュースを見た時に、食堂にトンカチが
置いてなかったから良かったなと思いますが、経済活性化
の意味でも郡山繁華街に出てお飲みになるということは大
変重要なことだと思いますが、ご家族と懇親を深める場が
出来たということですので、これからも続けて行って頂きた
いと思います。

会長挨拶 福島佳之 会長
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　創立85周年の記念写真が出来ました。お
帰りの際にお持ち下さい。「ロータリー日本100
年史」の書籍が限定10冊ございます。値段
は6,600円です。宜しくお願いします。

幹事報告 阿部充宏 幹事

プログラム紹介
　今日の卓話は、㈱青木工機代表取締役青木誠君です。
宜しくお願い致します。

阿部充宏 幹事

ニコニコＢＯＸ委員会報告
宮川雄次 委員長

親睦活動委員会報告
二瓶健一 委員長

　私は郡山市安積町で㈱青木工
機という機械工具の卸売商の代表
ということで働いております。二代目です。先代の私の父親が
昭和49年に郡山で創業し、本年で45年が経過しました。今日
は機械工具が果たす役割を中心にお話をさせて頂きます。
　私は昭和52年５月15日生まれの牡牛座です。私は６年前に
結婚した妻、そして娘の３人家族で菜根に住んでおります。家
族として最近犬を飼い始めて、毎日散歩してコロナの運動不
足の解消も兼ねてやっています。
　会社についてですが、電気工事、配管工事を中心とした専
門工具の卸売販売をやっています。基本的に工具全般です
が、郡山で創業してから全９拠点（仙台、水戸、新潟、秋田、
土浦、宇都宮、盛岡、埼玉）で展開しております。従業員数も
59人に増えまして、私も色々身を削る思いをしながら社員を食
わせて行こうと頑張っております。機械工具業界を取り巻く環
境ですが、モノタロウご存知ですよね。工具も非常に一杯取り
扱っていますが、最近ですと医療器具や美容器具といった物
を数にしますと18,000万アイテムを取り扱っているということで
す。しかもネット販売で非常に利便性が高いです。桑野にケン
デポというプロショップがあります。プロの職人を相手にした量
販店です。ビバホーム、これはホームセンターです。今DIYの
工具が非常に増えているということで、コロナの状況下で自宅
にいて何か物を作ったりしようという風潮が高まっているのか
なと感じます。あとワークマン。ワークマンは作業服中心ではあ
るんですが、最近色んな物を取り扱っていて、ここは非常に女
性受けが凄いです。女性が作業というより登山とかアウトドア
で使う物を多く購入されているということで、勿論工具も扱って
いるんですが、そういったジャンルでの機械工具業界というの
が存在しています。そういった中で私達青木工機は販売を通
じてSDGsをうちの会社でも取り組んで行こうということで掲げ
ています。「インフラ・災害対策の強化や、感染症問題、人口減
少問題の払拭に繋げられる製品及びサービスの提供を通じ、
持続可能な地域社会の地域発展をサポートし続けて行きま
す」ということで、今基本的に機械工具の卸販売ということで
はありますが、この機械工具を通じて色んな可能性をこれから
模索して行こうかなと考えている最中です。工具の歴史です
が、金物の町・新潟県三条市。工具が生まれたきっかけという
のが信濃川の水害ということで、そこから農業の副業として製
造が始まり、明治期になり鍛冶屋さんが急増し、作業工具が

会員卓話
㈱青木工機
 代表取締役 青木　誠君

総員／97名　出席／48名　欠席／49名
出席率／49.48％　前回修正率／69.05％
他クラブ出席／2名

出席報告 佐藤　聡 委員長

郡山RC再発会記念日例会
郡山ビューホテルアネックス

次 回 第10回例会
令和3年10月28日㈭

本格的に量産されたという背景があります。作業工具というの
は、一つの手で使って行う作業、つまり道具ということで、例え
ば締める時は何が必要か。レンチ、回すドライバー、掴むペン
チというものがあります。大工が使う物は大工工具、医者が使
う物は医療器具、理容師・美容師が使う物は理美容用品、工
員・工事屋さんが使う物は機械工具と定義付けをしています。
本日紹介する会社さんが新潟県三条市にあるトップ工業で
す。ここは戦前、一式戦闘機はやぶさの部品製造工場として
稼働し、戦後は作業工具と引き継がれ、今は3,000以上の工
具の製造販売をしています。トップ工業は今環境問題対策と
して取り組もうとしているのが、プラスチックによる商品パッケー
ジ化からの転換ということで、紙をパッケージにしてやっていま
す。また政府開発援助事業として、カンボジアに燕三条ブラン
ドの工具の普及、また実証事業ということで、現地に行って使
って貰うということをやっております。またものづくりの歴史、作
業工具の正しい工具の使い方といったようなことも教えている
ということです。大変素晴らしい会社だと思います。やはりもの
づくりというのが廃れてしまうと、国が滅びると思っております。
メイドインジャパンが大事だなと、そのメイドインジャパンを私は
機械工具の卸販売を通じて下支えをしていく。これが一番大
事な役割だと思っております。メイドインジャパンの推進で外貨
を稼ぎ、そして内需を増やすといったようなことを大事に、それ
に繋げて行きたいという風に、これから先も商売を通じて貢献
して行きたいと考えております。そしてこの機械工具の販売を
通じた暮らしづくりの為の下支えということではありますけど、こ
れから先、作る側そして使って頂く側に喜んで貰い、社会に認
められる会社となることであり、そして社内に対しても社員が物
心両面幸せになってもらうことであって、今色んなビジョンを掲
げて悪戦苦闘している最中です。色んな時代の流れがある中
で、試行錯誤ばかりの日々ですが、ここにいるロータリーの先
輩の皆様からも色んな話を聞きながら、互いに発展して行ける
ような関係をつくれればと考えておりますので、今後とも宜しくお
願い致します。
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う物は医療器具、理容師・美容師が使う物は理美容用品、工
員・工事屋さんが使う物は機械工具と定義付けをしています。
本日紹介する会社さんが新潟県三条市にあるトップ工業で
す。ここは戦前、一式戦闘機はやぶさの部品製造工場として
稼働し、戦後は作業工具と引き継がれ、今は3,000以上の工
具の製造販売をしています。トップ工業は今環境問題対策と
して取り組もうとしているのが、プラスチックによる商品パッケー
ジ化からの転換ということで、紙をパッケージにしてやっていま
す。また政府開発援助事業として、カンボジアに燕三条ブラン
ドの工具の普及、また実証事業ということで、現地に行って使
って貰うということをやっております。またものづくりの歴史、作
業工具の正しい工具の使い方といったようなことも教えている
ということです。大変素晴らしい会社だと思います。やはりもの
づくりというのが廃れてしまうと、国が滅びると思っております。
メイドインジャパンが大事だなと、そのメイドインジャパンを私は
機械工具の卸販売を通じて下支えをしていく。これが一番大
事な役割だと思っております。メイドインジャパンの推進で外貨
を稼ぎ、そして内需を増やすといったようなことを大事に、それ
に繋げて行きたいという風に、これから先も商売を通じて貢献
して行きたいと考えております。そしてこの機械工具の販売を
通じた暮らしづくりの為の下支えということではありますけど、こ
れから先、作る側そして使って頂く側に喜んで貰い、社会に認
められる会社となることであり、そして社内に対しても社員が物
心両面幸せになってもらうことであって、今色んなビジョンを掲
げて悪戦苦闘している最中です。色んな時代の流れがある中
で、試行錯誤ばかりの日々ですが、ここにいるロータリーの先
輩の皆様からも色んな話を聞きながら、互いに発展して行ける
ような関係をつくれればと考えておりますので、今後とも宜しくお
願い致します。

〒963‒8004  郡山市中町 10‒10

郡山ビューホテル㈱
常務取締役 平　栗　俊　昭

☎ 939‒1111　　939‒1142
〒963‒8501  郡山市向河原町 159‒1

（公財）星総合病院
理 事 長 星　　北　斗

☎ 983‒5525　　983‒5526 　「ロータリーの友」10月号を紹介いたし
ます。

雑誌委員会報告
橋本謙一 副委員長

横組　　4頁　国際ロータリー会長シェカール・メーター
　　　　7頁　白山RC｛加賀千代女｝による町おこし
　　　16頁　こんにちは、米山梅吉記念館です
　　　27頁　ロータリー平和センタープログラム報告
縦組　　4頁　グローバルとローカル。
　　　　　　現代社会の中の地方創生
　　　13頁　私の一冊「鬼滅の刃」


