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通算 2019回 【例会】会員卓話

宮川 進会員

例会日：水曜日12時30分／月末は夕刻例会

武藤 正会員

18時30分

令和2年2月12日
◎司会：吉田 繁 SAA

◎点鐘：浅井 純次会長

会長挨拶
浅井 純次

会長

幹事報告
野村 泰豪

副幹事

以前より私はヤクルトスワローズのファンであるとお話をし
ました。ファンになった理由は昨日亡くなった野村克也の存
在です。

地区事務所より

現役時代には１９６５年に３冠王を取り、本塁打王９回、打
点王７回、ベストナイン１９回と素晴らしい記録を残しまし
た。現役を引退し、解説者の時よりこの人が監督になったら
面白いと思っていたところ１９９０年からヤクルトスワロー
ズの監督になり、万年Ｂクラスのチームを３年目でリーグ優
勝、その後日本１に３回と素晴らしい生成を残しました。

2020 年国際大会 ( ホノルル ) 案内送付
熊谷警察官友の会より
会報 162 号
例会日
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有名ところで野村語録があります。
〈本日 2/26 のプログラム〉
夕刻例会
会員卓話
安藤久乃会員・野村泰豪会員

「「どうするか」を考えない人に、
「どうなるか」は見えない」
「人生の最大の敵、それは「鈍感」である」
もっとも素晴らしいと感じている点は「マスコミの利用」で
す。
チームはもとより選手に注目を浴びるようにして、価値観を
向上させるテクニックは素晴らしいと感じています。
ＩＤ野球といっていますがデータを集め、その集めたデータ
から内をするのかを思考することの重要性を語っていまし
た。

親睦委員会
小川 智

委員長

親睦旅行について

様々な点で経営学又はリーダシップに利用しています。機会
があれば野村さんの書物を読んでみてください。
kumagaya-east-rc.com
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中山康徳会員・森田政男会員

ニコニコ BOX
角田 健

委員

本日の会員卓話では、宮川 進会員、武藤 正会員宜しくお願
い致します。
野中弘之会員

浅井純次会長・清水利夫副会長・野澤正春幹事

宮川さん、武藤さん

本日の会員卓話、宮川会員、武藤会員楽しみにしておりまし

小川 智会員

た。

本日の卓話よろしく！

宮川さん、武藤さん本日の卓話を楽しみにしておりました。

宜しくお願い致します。

宜しくお願い致します。

清水利夫会員

細川末廣会員

宮川さんと武籐さんの卓話、楽しみにしていました。

宮川さん、武藤さんの卓話楽しみにしています。宮川さんの

宮川 進会員

愛ある毒舌をまってます。

本日の卓話者です。よろしくお願いします。
武藤 正会員

草薙友光子会員

本日は小生の拙い話をお聞きいただきありがとうございます。

本日の宮川さん、武藤さんの卓話楽しみにしておりました。

石井典男会員

角田 健会員

本日の会員卓話、宮川様、武藤様よろしくお願い致します。
楽しみにしておりました。

本日会員卓話、宮川様、武藤様よろしくお願い致します。楽
しみにしておりました。

野村泰豪会員
先日は誕生日プレゼントありがとうございました。本日 12

ニコニコ BOX

本日

累計

日で満 59 才になりました。来年はいよいよ還暦です。同姓

2.12

￥18,000

¥630,000

の野村克也さんがお亡くなりになりました。金田正一さんの
告別式に出席された映像がテレビで流されてましたが、すっ
かり好々爺のような顔つきでした。年齢と共に角が取れる人
と年齢と共に理性が取れて理性でおおわれていた角が見えて
しまう人、色々な年のとり方がありますが前者のようになれ
ればいいかなと思います。
吉田 繁会員
今日も宮川進会員、武藤正会員お二人の卓話を楽しみにして
いました。宜しくお願いします。
岩崎孝男会員
本日の卓話を楽しみにしております。さて、何を話してくれ
ますか？
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・主要取扱商品プラスチックについて

会員卓話
宮川 進

・プラスチック（合成樹脂）は原油を材料として精製段階に

会員

おいてガソリン・粗成ガソリン（ナフサ）等、種々の化学
製品が抽出されます。
・プラスチックの用途は主に工業用・商業用に分類されますが

我が職業

今回は当社で扱います。
商業用プラスチックについて報告します。

・経歴
1941 年（S16 年）
食品卸売業（砂糖・穀類）の次男として鴻巣市生誕

・食品容器・包装用プラスチックには次の種類が利用されま

1960 年（S35 年）

す。

機械関連商品商社に就職

サラリーマン人生スタート

PP（ポリプロピレン）PE（ポリエチレン）PS（ポリスチ

1968 年（S43 年）

レン）塩ビ（塩化ビニデン）PET 等用途により表示して

熊谷にて折箱製造業入社、熊谷の住人となる。

使い分けます。
・脱プラスチック・廃プラスチックについて

1971 年（S46 年）

1950 年よりプラスチックの需要が社会生活利便性等の変

熊谷食品卸売市場内に店舗開業

化により急速に拡大するとともにゴミ処理問題が発生・埋

食品容器、包装資材卸売業に業種転換
1981 年（S56 年）

め立て処理から再利用（リサイクル）が推進して容器包装

熊谷東ロータリークラブ入会

リサイクル法が立案されて消費者にゴミの分別等の指導に
より今日に至りますが、消費者意識の改善が未達であり海

2000 ～ 2001 年高橋副八ガバナー年度会長
1998 年

洋プラスチック等世界的環境問題になっています。但しプ

熊谷流通センター内に折勝物流センターを新設

ラスチックなしでは、一般生活には不可能ですので、環境

2016 年

問題を熟慮してプラスチックごみの排出減少にご協力をお

会社分割ホールディング会社（株）MIYAKAWA 設立

願いします。

・業種業態
食品容器・包装資材卸売業
扱い商品
合成樹脂（プラスチック）製品・木材製品・布製品（衛
生商品）
主な客先
スーパーマーケット・食品加工業・食品小売業・官庁他
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それではさいたま市をなぜ選んだのか？第一は北浦和に 50

会員卓話
武藤 正

年来お店があったから、そしてさいたま市に 60 年以上の

会員

実績があったからです。第二はさいたま市の将来性で当時
(2010 年 ) の人口は 122.2 万人、現在は 131.4 万人 (2019
年 )9.2 万人の増。熊谷市の人口は当時 20.3 万人、19.7 万

わが 社

人 0.6 万人の減です。
予算規模、物件数と挙げればきりがありません。さいたま市

こんにちは。武藤でございます。

に本社がないということ、イコール、機会損失につながるわ

どうぞ、よろしくお願いいたします。
新型コロナウィルス患者が 200 人を超え、お店からマスク
が消えてしまいました。当社社員の身を守るため、本来なら
卓話をするどころのはなしではありません。しかし何とか
今月分くらいのマスクが手に入りそうなので、仕方なく本日、
ここに立つことにしました。
8 年前に当社のことは話しました。商売を替えていません、
今年で 70 年、バカの一つ覚えで、創業以来ずっとオフィス
家具を販売し続けています。オフィス家具しか販売していな
いというのは、どうやら全国的にも珍しいようです。コピー機
や文房具、OA 機器など併売している同業者がほとんどです。

けです。
また当社で 2 年前こんなことがありました。いつも競合
しているメーカーのお得意様を二社、当社がひっくり返した
ことがありました。そしたら納品のはるか前にその支店長さ
んが飛ばされたという話を、風のうわさで聞きました。逆
もまた真なりです。当社の扱いメーカーの支店長さんの命運
( 出世も左遷も ) を当社が握っていると考えるといい加減な
仕事はできないなと考えております。
さて、今年 1 月で 65 歳になりました。先代武藤建治が清水
弁護士にお世話になって社長を辞めた年になりました。これ
からも頑張ります。

前回と同じことをいっても、面白くありませんので、お話の
before after でお話しします。その年の秋、つまり 2012
年 10 月に、柴司法書士にお願いして、本社を熊谷市からさ
いたま市に移しました。理由は簡単です。例えばさいたま市
役所と取引がしたければ、さいたま市に本社がなければだめ
ですよということです。昔は共産党員しか言わなかったよう
なことを全政治家がいうようになりました。
しかし移すとなると大変です。熊谷市の業者が一斉に牙をむ
いてきます。熊谷名物、足を引っ張りあいが始まります。特
に地元の銀行の仕事が減るのではないかと心配しましたが、
いろいろ事前に根回しをしたりしました。しかし、反動はす
ぐ出ました。熊谷市役所の仕事はなくなりました。
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〈次回 3/4 のプログラム〉
理事会報告
誕生祝い（3 月）
会員卓話
森田政男会員・吉田 繁会員

