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皆さん、こんにちは。
本日は職場例会を長谷川直哉会員のご厚意により、㈱マルト長谷川工作所本社
工場にて開催させていただきます。職業奉仕はロータリーの原点の一つでありま
す。委員長の平松さん、ご苦労様です。この職場例会が皆さんにとって自己修練
と友情を深める機会になればよろしいかと存じます。

会長挨拶
三条南ロータリークラブ副会長

大渓 秀夫
Hideo Ohtani
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さて、せっかくの職場例会ですので、昨今始まった「ストレスチェック」につい
て簡単にお話ししようと思います。
“心身ともに健康に”という言葉はよく耳にします。このうち、
“身”いわゆる
“体”については、検診などが今までも一般的に実施されていましたが、
“心”に
ついては後れをとっていました。そこで「労働安全衛生法」が改正され、平成 27
年 12 月より、50 人以上の労働者がいる事業所に対し「ストレスチェック」の実
施が義務付けられました。
「ストレスチェック」とは、ストレスに対する質問票（57 項目）に労働者が回
答し、それを集計・分析することで自分のストレスがどのような状態にあるかを
調べる簡単な検査です。
●労働者にとっての意義
１．ストレスチェックを受けることで、自らの状態を知る
―自らのストレスの状態とその原因
２．ストレスへの対処（セルフケア）のきっかけにする
―ストレスチェックの実施者からのアドバイス
３．高ストレスの場合は面接指導を受けることで、就業上の措置につながる
―仕事上のストレスの要因を軽減できる
４．ストレスチェックの結果が職場ごとに分析されれば、職場改善にも結びつく
●事業者にとっての意義
１．労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止できる
―すべての労働者にストレスチェックを受けてもらう
―高ストレス者が面接指導の申し出を行いやすくなる環境づくり
―面接指導の結果を踏まえた就業上の措置を適切に実施
２．職場の問題点の把握が可能となり、職場改善の具体的な検討がしやすくなる
―人間関係が原因となっている場合もあり、工夫が必要

３．労働者のストレスが軽減され、職場の改善が進むことで、労働生産性の向上など、経営面でのプラス
効果も期待される
以上のようなことが挙げられます。
従業員は企業・会社にとってかけがえのない財産（宝）であります。皆が“心身共に健康”で仕事され
ることを切に願います。
出席率
ゲスト
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先週のメークアップ

先々週の出席率
95.45%（10/22）
会員48名中31名
4.5
㈱マルト長谷川工作所
真野喜識様 野水典子様
米山奨学生 ウーアン,ティラー君
10/30 田上あじさいRCへ 熊倉高志君
10/30 三条北RCへ
太田義人君 佐々木常行君 野島廣一郎君
広岡豊樹君 星野健司君
吉沢栄一君
11/1
燕 RCへ
阿部隆樹君 加藤峰孝君 田中康之君 船久保孝志君
11/4
五十嵐川クリーン作戦へ 5名

渡辺俊明君

11 月 5 日 ￥20,000
今年度累計 ￥218,000
大 渓 君
永 桶 君
長谷 川君
石 山 君
坂 井 君

本日は職場例会です。委員長の平松さんご苦
労様です。長谷川会員お世話になります。
本日職場例会㈱マルト長谷川工作所様にて開
催させていただきありがとうございます。
今日は、遠いところ弊社までお越し頂き ありが
とうございます。心より歓迎申し上げます。
マルト長谷川工作所様、本日はありがとうござ
います。
長谷川さんありがとうございます。ゆっくり見学
させていただきます。

佐 藤 君

今日はお世話になります。

鈴 木 君

本日の職場例会場のマルト長谷川さん、ご苦
労様です。
長谷川さん、今日はお世話になります。よろし
くお願いいたします。

坪 井 君
名古 屋君

職場例会でマルト長谷川さんに大変
お世話になります。
広 岡 君 きょうはお世話になります。
渡邉(久)君 マルトさん、お世話になります。
渡辺(和)君 長谷川さん。今日はお世話になります。
楽しみにしております。宜しくお願い
いたします。
熊倉君 齋藤君 銅冶君 船久保君 平松君
BOXに協力いたします。
西 巻 君

野 崎 君

長谷川さん、今日はお世話になります！

長谷川さん、本日は職場例会にご協力
頂きありがとうございます。
BOXにご協力ありがとうございました。

於：

「会社案内」
㈱マルト長谷川工作所
代表取締役社長 長谷川直哉 会員
所在地 ：
敷地面積：
従業員 ：
事 業 ：
創 業 ：

〒955-0831 新潟県三条市土場 16-1
9,281 坪（本社工場で一貫生産）
130 人 （2018 年４月現在）
作業工具、理美容用品製造
1924 年 （大正 13 年）

高い品質とデザインを両立した道具を生み出す老舗金属加工メーカー

マルトの生い立ち
～歴代社長の取り組み～
●1924 年
●1950 年
●1995 年
●2011 年

初代
2 代目
3 代目
4 代目

長谷川藤三郎 創業
長谷川藤三郎 社長就任
長谷川 直 社長就任
長谷川直哉 社長就任

⇒創業 94 年

自社ブランド

- house brand -

作業工具ブランド

理美容用品ブランド

作業工具の技術を活かし
爪切りや身だしなみ用の
理美容品を製造。

ペンチやニッパーな
どの手工具 300 種類
以上を製造

デザイン - design 業界でいち早くデザインの重要性に着目し、新潟県央地域ではじめてのグッド
デザイン受賞企業となりました。以来、中小企業長官賞を含む 70 以上のデザイ
ン賞を受賞しています。合理的な機能美を備えたデザインの商品開発がマルト長
谷川の特長です。
受賞したデザイン賞の一部

委託生産

- original equipment manufacturer

-

お客様の製品の委託生産を行っています。
高い技術力で各社に高品質な製品を供給しています。

企業理念

取引先様のブランドマークが入った製品

- corporate philosophy -

中小企業庁から、
「元気なモノ作り中小企業 300 社」
に選ばれています。

2012 年 リブランドを実施

同年 9 月の発表会の様子

メディア紹介

2014 年 ロンドン出張所開設

海外展示会

‐Trade fair -

この年 11 回 出展しました

2015 年 ヨーロッパのメンテナンス職人の育成

逆輸入のマーケティング

オーストリアに販売拠点

2015 年～2016 年 ブランドアンバサダーが活躍
当社が応援している、アーティストたち

ブルガリアでサロンとスクールを展開する、
ダイアナさん。昨年に続き、４部門で表彰台に。
ヨーロッパ中のコンペで受賞歴がある、有名な
アーティスト。当社のニッパーを使用。

日本でも有名な、伊藤元気さん。全国でセミ
ナー講師に引っ張りだこ。今回ネイリンピア
初挑戦でいきなり４部門に入賞した。金２つ
に銀と銅１つずつ。当社のニッパーを使用。

2016 年～有名講師とセミナー開催
Mr. Ralf Bartsch
ネイルデザインのトレーナー/ネイルスタジオのアド
バイザー。1988 年にネイルの仕事を開始。自分の
スタジオでネイルデザイナーとして 7 年従事した後
1996 年 1 月にハリウッドのネイル業界でマーケテ
ィングと営業の仕事を始めた。
Maria Gianfortuna さん, Steffanie LoRe さん, David Fowler さん,
Sila Müller さん, Michelle Merten さんらのネイルデザイナーを務め
た。2011 年にハリウッドのネイル業界を去り、ネイルデザインの専
門学校を開校した。専門学校ではネイルのトレーニングだけでなく、
解剖学や健康、衛生学、化学なども教えている。マーケティングや社
員の育成などについてのセミナーも営む。

BEAUTY DÜSSELDORF2017 に出展

Ms. Maria Franco
MONDO-MARIA のブランド
で、ネイル商材、セミナーなど
を展開するドイツで人気の実
力派。

2018 年 ドイツケルン ハードウェアショー

ドイツのネイル業界から賞賛！！

2018 年 エキスパートセミナー
有名講師とコラボして

2018 年 JAPAN HOUSE LONDON

◆

会員誕生

29 日

船久保孝志君

◆

夫人誕生

4日

渡辺英美子（和宏）さん

26 日

丸山裕美子（智）さん

◆

結婚記念

12 日
15 日
26 日

長谷川直哉・有希子さん
佐藤秀夫・千枝さん
渡辺和宏・英美子さん

13 日
21 日

西潟精一・千代さん
丸山 智・裕美子さん

＊おめでとうございます＊

朝早くから ご協力ありがとうございました
［参加者］荒澤威彦君
松﨑孝史君

石山昌宏君
丸山征夫君

名古屋豊君

11 月４日（日）AM７:00～８:00
クリーン作戦の結果は、家庭から違法投棄され
たものは皆無であり、ペットボトル、紙くず、空き
缶、流木以外に、河川改修事業で使用された鉄筋が
数本回収されました。回収量は、自治会で使用して
いるごみステーション２個分と過去最低量となり
ました。ごみゼロを目指し今後も実施してまいり
ますので、今後も変わらぬご支援を賜りますよう
お願い申し上げます。
「五十嵐川を愛する会」 ※お礼状より抜粋
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Rotary International District 2560
ホ ス ト ク ラ ブ 三 条 ロ ー タ リ ーク ラ ブ
コ・ホストクラブ 三条南ロータリークラブ
三条北ロータリークラブ
三条東ロータリークラブ
先々週の出席率

出席率

会員48名中29名

ゲスト

米山奨学生 ウーアン,ティラー君

先週のメークアップ 11/5

11/7
11/8
11/8

指名委員会及び歴代会長会議へ
馬塲信彦君 西巻克郎君 坪井正康君 大渓秀夫君 坂井範夫君 佐々木常行君
星野健司君 丸山征夫君 田代徳太郎君 荒澤威彦君 永桶俊一君
ガバナースタッフ会議へ
荒澤威彦君
三条ローターアクトクラブへ 丸山智君
三条東RCへ
坂本洋司君 野島廣一郎君 広岡豊樹君 星野健司君 吉沢栄一君 渡辺俊明君

地区指導者育成セミナー

地区大会第１日目

86.60%（10/29）

ＲＩ会長代理歓迎晩餐会

11 月 10 日（土） 燕三条ワシントンホテル
ＲＩ会長代理挨拶
ＲＩ会長代理 ＲＩ理事
委員長報告 前年度収支報告 監査報告
■ 講演（Ｒ財団）
第 2590 地区パストガバナ―
■ 講演（米山奨学）
駐新潟大韓民国総領事館総領事
■ ＲＩ会長代理歓迎晩餐会
■

石黒慶一（鶴岡西ＲＣ）

■

金杉 誠（横浜西ＲＣ）
鄭 美愛

出 席 者：馬塲信彦君、田代徳太郎君、
大渓秀夫君、永桶俊一君、
荒澤威彦君、長谷川直哉君、
吉沢栄一君、渡辺和宏君
受付手伝：石山昌宏君、太田義人君、
木村 譲君

地区大会第２日目

本会議

ロータリー親睦交流会

11 月 1１日（日） 燕三条地場産業振興センター
■ ガバナー挨拶、来賓挨拶
■ ＲＩ会長代理挨拶並びにＲＩ会長メッセージ
■ 大会決議案採択

各種表彰
■ 記念講演「ロータリーと東京 2020 大会レガシー」
■ 活動報告

■ 親睦交流会

ミズノ㈱ 相談役会長 水野 正人
（東京ＲＣ／第 2580 地区Ｐガバナー）
Ｒ財団地区奨学生 米山奨学生 青少年交換学生（長期派遣、短期派遣、長期受入）
インターアクト ローターアクト ライラ研修生
アトラクション（邦楽演奏：日本音楽集団）

親睦ゴルフ大会表彰式

出席者：馬塲信彦君、
齋藤嘉一君、
野崎正明君、
渡邊光郎君、

田代徳太郎君、 大渓秀夫君、 永桶俊一君、 荒澤威彦君、 池田亜津子さん、木村譲君、 熊倉高志君、
塩入栄助君、
鈴木圀彦君、 田中康之君、 坪井正康君、 内藤豊大君、 名古屋豊君、 西巻克郎君、
長谷川直哉君、 平松修之君、 広岡豊樹君、 布施純也君、 松﨑孝史君、 丸山征夫君、 渡邉久晃君、
ウーアン,ティラー君

当クラブからは 7 名御参加いただきました。
◆団体戦
１３位（36 クラブ中）
◆個人最高順位 １２位 永桶俊一君（310 名中）

前回の答えは「ウイニペグ」
答えと解
説
されました。そして全米の都市に相次いで RC がつくられ、1910 年には 16 クラブ、
1,500 人の会員数を擁する組織になりました。
ロータリーの創始者ポール・ハリスはアメリカ以外の国にも RC を結成したいと考えて
いましたが、その夢が実現してできたクラブが、カナダ・マニトバ州のウィニペグ RC で
す。1911 年に創立（1911-12 年度加盟）しました。その後も、大西洋を越えて、ダブ
リン（アイルランド）
、ベルファスト（北アイルランド）
、ロンドン（イングランド）にク
ラブが創立（1912-13 年度加盟）しました。

1905 年にシカゴで誕生した
ロータリークラブ（RC）です
がその３年後には２番目のクラ
ブがカリフォルニア州サンフラ
ンシスコで結成され、その翌年
には新たに３つのクラブが結成

ウィニペグ RC の創立により、ロータリーは国際的な組織となり
正式名称は、それまでの「全米ロータリークラブ連合会」から「ロ
ータリークラブ国際連合会」に変更されました。現在のように「国
際ロータリー」と呼ばれるようになったのは 1922 年からです。
またアメリカ以外からの初のロータリークラブ国際連合会会長と
してウィニペグ RC の E.レズリー・ビジョン氏（1917-18 年度
=写真=）が選ばれたのは、1917 年のアトランタ国際大会。この
時、当時のアーチ C.クランフ会長が提唱したのが、来年度 100 周
年を迎えるロータリー財団の前身にあたる基金の創立です。
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