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精巧な偽造小切手を作ったりして莫大なお金を詐取しました。
しかし、ついに逮捕される日が来ました。彼は刑に服した後、
その才能を生かしたコンサルタントとして社会に貢献しました。
(2) 山本 正治会長挨拶
ロータリー暦によりますと 4 月は雑誌月間です。国際ロータリー ここでまた蛇足ですが、出所したあと社会奉仕する部分は、
では『The Rotarian』、日本では『ロータリーの友』などの雑誌を 「ウルフ オブ ウォール ストリート」のシーンと“瓜二つ”です。
発行しています。今月はロータリーの関連雑誌に関心を持つ 罪をつぐなった後に社会奉仕するのがアメリカ流の生き方のよ
月間と理解していますが、私は拡大解釈して、雑誌に限らず、 うです。
父親は文房具店を経営する真面目なロータリアンとして描
新聞、テレビ、インターネット、さらに映画などのメディアを通し
たロータリー活動に興味を持つ月間と考えます。今日は色々 かれています。父親は妻と子供（将来の天才詐欺師）を同伴し
ある広報活動の中から、映画に取り上げられたロータリークラ て、ロータリークラブの表彰式（夜例会）に出席しました。子供
が犯罪に走る６年前の和やかな家族が描かれています。場所
ブについて紹介します。
ロータリークラブが出てくる代表的な映画として二つあります。 はニューヨーク州のニューロシェルロータリークラブで実在す
一つはレオナルド デカプリオが出演する「キャッチ ミー イフ るクラブです。
映画の中の会長はこの父親を次のように紹介しています。
ユー キャン」です。もう一つはケビン コスナーが出演する「ボ
ディーガード」です。今日は「キャッチ ミー イフ ユー キャン」 「文房具店の店主として、地元の人々が使う鉛筆の芯や万年
筆のインクを満たしてきました。この地道な活動に対して永久
について、ロータリーの視点で紹介したいと思います。
この映画に出てくるレオナルド デカプリオを知らない人はい 会員の称号を授与したい」。日本語では永久会員と訳しており
ないと思います。特に「タイタニック」は有名ですが、ごく最近 ましたが、英語ではライフタイム メンバーシップと言っておりま
では「ウルフ オブ ウォール ストリート」があります。蛇足です す。また国際ロータリーの公式サイトでもこの映画を取り上げて
が、彼の名前の由来について紹介しておきます。母親がレオ おり、ここではロータリアン オブ ザ イヤーを使っています。
ナルド ダビンチの絵を見ていた時、お腹の中の赤ちゃんが足 いずれにしても日本のロータリークラブではなじみのない称号
でお腹を蹴ったので、名をレオナルドにしたとのことです。また です。
父親はお礼のスピーチをしました。「２匹のネズミがクリーム
姓は母親がイタリア系だったので、イタリアのカプリ島出身の
（注：牛乳から分離した脂肪分）の入ったバケツにおりました。
意味でデカプリオにしたとのことです。以上が前置きです。
この映画は２００２年に製作されました。英語も日本語タイト １匹目のネズミはもがき過ぎて疲れ果て溺れ死んでしまいまし
ルも同じですが、意訳すると「できるもんなら捕まえてみろ」に た。２匹目はゆっくりもがいているうちにクリームはバターに変
なります。若い詐欺師（レオナルド デカプリオ）の巧みな犯行 化し、そこから抜け出ました。私は２匹目のネズミです。」
家に戻った父親は喜々として壁に表彰状を掛けているところ
ぶりと、彼を追う中年ＦＢＩ捜査官（トム ハンクス）の人情味あふ
をアップしておりました。謹厳実直な人柄がにじみ出ていまし
れる捜査ぶりが見どころです。
豪華キャストにもかかわらず、それほど話題になりませんでし た。
ところでこの映画の監督はかの有名なスティーブン スピル
た。捜査官と犯人が追いつ追われつするタイプの映画ではな
く、家庭内の子供の教育の問題や犯罪者の更生を願う人情味 バーグです。ロータリークラブに関しては好意的に描かれてお
あふれる古参捜査官の思いやりが主題となっており、どちらか ります。私はこの映画に描かれたロータリーのシーンから学ぶ
と言うと地味な内容であるためです。映画の中で殺された人は 事がありました。それは、短いスピーチの中でもジョークやユ
ーモアを必ず入れていることです。件の会長もこの父親もスピ
誰もいないというだけで、大体お察しいただけると思います。
この映画のテーマは１９８０年に出版されたノンフィクション ーチには相当知恵を絞っているようです。笑いのないロータリ
『世界をだました男』を元にしています。高校時代に家出した ーの例会は面白くありません。さらにロータリークラブでの笑い
少年は生活のために小切手の偽造に手を染めました。幾度か と親睦は、私の描いた「ロータリーの樹」を育てる大地の部分
失敗を重ねるうちにだんだん巧妙になり、パンアメリカン航空 で最も重要であると思います。このような大地から、ロータリー
のパイロットや救急病院の医師に成りすまして人をだましたり、 の樹が茂ると思っています。
(1) ロータリーソング「四つのテスト」斉唱

(3) ビジターの紹介・挨拶
・新保清久第二分区ガバナー補佐（新潟万代ＲＣ）
・古川章君（新潟南ＲＣ）
(4)

福地利明君へ米山奨学生カウンセラー委嘱状伝達

(5) 新会員の紹介
農林中央金庫新潟推進室
推進室長 鸙野幸規
親睦委員

皆様はじめまして。農林中央金庫新潟推進室の鸙野幸規
（ひばりのゆきのり）でございます（はじめてご覧になる漢字
だと思いますので，ふりがなを付させていだきます）。
この度，新潟信用金庫の若杉会長様，ＪＡバンク新潟県信
連の桑原専務様からご推薦を賜り，伝統ある新潟ロータリ
ークラブに入会させていただくことになりました。
出身は宮崎県，平成６年に農林中央金庫に入庫し，本店
以外では新潟支店，名古屋支店，福岡支店での勤務を経
て，この２月に新潟推進室長として着任いたしました。初任
地としての新潟支店勤務（平成６年４月～平成９年６月）以
来の２度目の新潟勤務であり，当時を懐かしく思いつつ，
日々の業務に励んでおります。
まだまだ若輩者であり，ロータリー活動も初めての経験で
ありますことから，今後皆様からのご指導，ご鞭撻を賜りな
がら，新潟の発展に少しでもお役に立てればと存じており
ます。よろしくお願い申し上げます。
㈱イタリア軒
代表取締役社長
岡田茂久
出席委員
この度、山本正治会長、竹石松次副会長のご推薦を賜り、
伝統ある新潟ロータリークラブへの入会をご承認いただい
たことに心より感謝申し上げます。４月１日付けにて、本年
よりＮＳＧグループとなりました株式会社イタリア軒の代表
取締役社長に就任致しました。前職は学校法人にて２０余
年勤務しており、ホテル事業は初めての経験ではございま
すが、新潟ロータリークラブの皆様からのご指導を賜りなが
ら、「新潟の顔」である「ホテルイタリア軒」の再生を通じ、新
潟の地域貢献・社会貢献に努める所存でございます。若
輩ではございますが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
ダイダン㈱新潟支店
支店長 田中克典
出席委員

この度新潟ロータリークラブに入会させて頂きまし
たダイダン株式会社新潟支店長の田中克典です。創立

７４年を迎える歴史と伝統のあるクラブに入会させ
て頂き大変光栄に思っております。
私は昭和３１年生まれの５８歳になりました。生まれ
も育ちも新潟市関屋であります。趣味はゴルフと登山
で６年前に富士山登頂して以来登山活動は御無沙汰
しております。弊社における経歴は、東京に３年新潟
に２７年務めその後北海道支店長を５年務めこの４
月より新潟に転勤と言うこととなりました。
北海道勤務時には札幌南ロータリークラブに所属し
ており「なごやぎの精神」の基に活動して参りました。
これからは新潟ロータリークラブの中で活動して新
潟地域の活性化に努めさせて頂きますので何卒よろ
しくお願い致します。

(6) ﾛｰﾀﾘｰの友４月号紹介（関川 博信委員）
(7) 委員会報告
・岡村親睦委員長よ４月１５日観桜例会のご案内
・小林建ゴルフ同好会幹事より今後の予定について
ゴルフ会のメール案内が届かない方は、小林建さんへ
連絡して下さい。
・斎藤庫之丞国際奉仕委員長
香港島東ＲＣ６０周年記念式典に参加して参りまし
た。お土産代わりに鉄観音茶をお召し上がりください。
参加者は田村貫次郎夫妻、若杉武夫妻、福地利明さん、
鈴木滋弥さん、高橋秀樹さんと私の８名です。４日夜
は姉妹クラブのウエルカムパーティーで６カ国（日本
から川﨑南ＲＣ，大阪城南ＲＣ、新潟ＲＣ）
、フィリ
ピン、ロサンジェルスより参加していました。カラオ
ケパーティーとなりＪＴＢの若い添乗員さんにお願
いしてＡＫＢのヘビーローテ―ションを歌ってもら
い、我々は後ろで身体を動かしていました。５日は６
０周年式典、６：３０に集合し記念撮影、７時開会、
８：３０に食事が始まりバンドやダンスのイベントが
入り、記念品の交換で楯を頂きました。パーティーは
深夜まで続いたのですが、我々は１１：３０に帰して
貰いました。お取込み中の小木さん、ＪＴＢの遠藤支
社長には大変、お世話になりました。ありがとうござ
いました。

(8) ニコニコボックス紹介（金親 顯男副委員長）
・関森多市郎君 今日のスピーチで 4/1 からスタートした
「新潟ＤＣ」についてお話をさせていただきます。ＤＣの成
功とＤＣを契機として新潟が元気になることを祈念してﾆｺﾆ
ｺします。

(9) 会員スピーチ『2014 年春 新潟 DC
「うまさぎっしり新潟」彩とりどりの春めぐり』
JR 東日本新潟支社支社長 関森 多市郎君

・香港島東ＲＣ６０周年式典参加者（田村貫次郎夫妻、若杉
武夫妻、福地利明君、鈴木滋弥君、高橋秀樹君、斎藤庫
之丞団長） ８名+ＪＴＢ遠藤支店長の代理の岡田美里さん
（２３歳独身）の９名で香港島東ＲＣの６０周年記念行事に
参加し友好を深めて来ました。
・遠藤 克也君 香港島東ＲＣ６０周年記念式典訪問団の
皆様、大変、お疲れ様でした。当社の若くてかわいい女性
社員が添乗でお世話になりました。現地で皆様にとても良
くして頂いたと喜んで帰ってまいりました。斎藤団長はじめ、
皆様に感謝です。

(10) 本日の出席率 ８０．２２

％

(2 週間前メーク後 ８６．５２

%)

・金親 顯男君 イタリア軒社長、岡田さんの入会を歓迎す
ると共に私、金親も勤務先を替えて改めてＲＣ会員を続け
る事でニコニコします。
・高橋 秀松君 田中克典さんの入会を歓迎して。
・細野 義彦君 ５日（土）にＮＨＫ坂本局長が力を入れた
企画のスーパーハイビジョンの内覧会に参加しました。素
晴らしい画像と音響に感動しニコニコします。

４月１５日の例会予定
観桜夜例会 於 イタリア軒 18：30 開会

・坂本 務君 ４月５日（土）、６日（日）の二日間、長岡市で
スーパーハイビジョンのパブリックビューイングを開催しま
した。上映は、２日間で２４回。雪混じりの肌寒いあいにくの
天候でしたが、新潟ロータリークラブの仲間の皆さんをはじ
め、大勢の人たちに足を運んでいただき、盛況のうちに終
えることができました。浅田真央選手の迫真の演技では、
新潟ロータリークラブ会員専用ホームページアドレス
多くの来場者の方々が目頭を押さえていました。また、アメ
http://www.niigatarc.jp/
リカでも公開している「長岡まつり大花火大会」のソフトでは、
その迫力の立体音響に驚いて泣いてしまう子供もいました
会員専用ページログイン情報
が、地元なのになかなか見に行けない高齢者の人たちか
ユーザーID niigata
らは、感謝の言葉をいただきました。８３歳の女性の「生き
パスワード rcrcrc
てて良かった」という言葉が印象的でした。感謝を込めて、
ニコニコします。

