
 

  

  

 

     

 

 

 

 

 

新潟 RC1 月第 1 例会 (2015.1.6) №３０６９ 

 

(1) 「君が代」斉唱  

ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

(2) 高橋 秀樹会長挨拶 

 みなさま、明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜

しくお願い申し上げます。 

前回の例会は 12 月 16 日ですから、3 週間ぶりの例会開催と

なります。この間に、12 月 23 日にはインターアクトクラブによる

献血呼びかけの活動があり、私も 400cc の献血をさせて頂きま

した。そして、12 月 24 日には、ロータリー保育園訪問がありま

した。年末のお忙しいところ、インターアクト委員会のみなさま、

そして社会奉仕委員会のみなさまにおかれましては、ロータリ

ー活動大変お疲れ様でした。 

さて、新年最初の会長挨拶ということで、今日はおめでたい事

柄を取り上げたいと思います。本クラブにご入会の際にご記入

いただきました書類に基づきますと、本年に事業所が 10 年刻

みの節目の年を迎えられたかたは以下の通りです。 

後藤直樹さん 白山パーク法律事務所 2005 年創設 10 周年 

藤田善六さん 藤田善六法律事務所  1985 年創設 30 周年 

宇尾野隆さん 株式会社ウオショク   1965 年創業 50 周年 

井原健至さん  大和ハウス工業株式会社 1955 年創設 60

周年 

加賀田亮一さん 新潟マテリアル株式会社 1935 年創設 80

周年 

石本隆太郎さん 石本金属株式会社、 1935 年創設 80 周年 

岡村健吉さん  株式会社菱電社    1935 年創業 80 周年 

本間剛三さん  株式会社本間組   1905 年創設 110 周年 

高橋秀松さん  株式会社高助     1885 年創業 130 周年 

加島長作さん  株式会社加島屋   1855 年創業 160 周年 

みなさん洵におめでとうございます。お祝い申し上げます。些

少ながらお祝いを差し上げたく存じますので、恐縮ですが演

台のほうまでお運びください。 

さて、恐らくみなさまは企業生存率という言葉を御存知かと思

います。統計方法により様々な数字が飛び交っているようであ

りますが、非常に厳しいものになりますと、設立 10 年以上存続

出来る企業は 6.3％、設立 20 年続く会社は 0.3％、設立 30 年

続く会社は、0.025％ なのだそうです。これを考えますと、上

記の方々をはじめ本クラブの皆々様が長年にわたって着々と

事業を進めておられることは洵におめでたく、同じクラブのメン

バーとして互いに心から喜びたいと思います。 

なお、あくまでも一般論ではございますが、株式会社帝国デ

ータバンクの産業調査部・情報企画課によりますと、10 年以上

生き残る企業の条件は次のようなものだそうです。 

条件１＜「成長業界のニッチ分野」に注目し、先駆者として市

場参入している＞ 

条件２＜自社のコアコンピタンスを認識し、そこに資源を集中

投下している＞ 

条件３＜経営者が「明確なビジョン」を打ち出している＞ 

詳しい解説について関心がおありの方は、企業生存率、

s.ameblo.jp/yuinnovation で検索してみてください。 

さて、ロータリークラブは、1905 年 2 月 23 日に創立され、今年

の2月に110周年を迎えます。そして、我らが新潟ロータリーク

ラブは、1940 年 4 月 23 日に創立され、今年の 4 月に 75 周年

を迎えます。本クラブは10年刻みの記念例会だけでなく、5年

刻みのお祝いも行ってきました。65 周年は、震災のことがあっ

て自粛しましたものの、55 周年は、梁取清助会長の年度で、

1995年4月18日に、鈴木滋弥さんが S.A.A.として司会進行を

なさった記念例会、及び観桜会を催した記録が残っておりま

す。今回は、創立記念日より 10 日ほど早くなりますが、4 月 14

日に恒例の観桜夜例会がございますので、これを 75 周年記

念観桜会としまして、お祝いの会にしたいと思います。みなさ

まぜひスケジュールの中で確保しておいて下さいますようお

願い申し上げます。 

また、今月末の1月27日に恒例の新年家族会がございますが、

現在のところゲストを含めて 83 名の出席者となっており、事務

局が記憶している限りで過去最高のゲストの出席者数だそうで

す。親睦委員会のみなさんが腕によりをかけて楽しい会を企

画して下さっていますので、出欠をまだ届けておられない方

や、欠席でご回答なさった方も、ぜひ再検討ください。 

本年を、楽しい、素晴らしい年にいたしましょう。本日の会長挨

拶は以上です。 

2014～15 年度 
国際ロータリー会長 

 
ゲイリーC. K. ホァン 

2014～15 年度
新潟ロータリークラブ会長 

 
高橋 秀樹 

   ロータリーに輝きを 
 

     2014～15 年度 国際ロータリーのテーマ 



(3) ビジターの紹介 

  ・松本英明君 

(4) 米山奨学生 朴 治国さん挨拶・奨学金贈呈 

(5) １００％出席バッチの贈呈 

徳永 昭輝君 ６年  石本隆太郎君 33年

小山 楯夫君 35年   

(6) 誕生日お祝い贈呈(６名) 

(7) 結婚記念日お祝いの紹介（２名） 

(8) 委員会報告 

(9) 各種ご寄付の発表 

ロータリー財団寄付発表(織戸 潔副委員長) 

樋熊 紀雄君  

(10) ニコニコボックス紹介（塚田 正幸委員長） 

・細野 義彦君 先日、国際線の飛行機の中で２０世紀

FOX の最新映画「I ORIGIN」を見ました。その映画に、私

共がインド政府に納入したシステムで、12 億人のインド国

民の身分証明書に入れる、虹彩のデータを撮影している

画面が出て来てビックリ！！思いがけない人からお年玉を

もらった様な感じでニコニコしました。この調子で虹彩認証

が世界中に普及すれば良いなあと期待しています。 

・渡部 剛士君 新年あけましておめでとうございます。今

年もゴルフに野球に料理同好会に宜しくお願い致します。

さて、年末ぎりぎりにロータリーの皆様にご案内させて頂い

ておりましたが、昨年 8 月 1 日に東出来島の事務所から黒

崎 IC から降りてすぐの旧 NEXCO 東日本の建物を取得、

引越をし、営業しながら改修工事を行ってまいりましたが、

このほうどようやく工事が終了し、年明けから本格稼働とな

りました。つきましては、内覧会を兼ねてささやかではあり

ますが、祝賀会を行うことになりましたので是非皆様にご出

席していただければと思います。また今回お仕事の関係

で残念ながらご欠席の方もお近くにお越しの際はお茶飲

みがてら気軽にお立ち寄りいただければ幸いです。 

・金親 顯男君 年賀状を頂いた方々、誠にありがとうござ

いました。この場を借りて御礼申し上げます。今年も宜しく

お願い申し上げます。 

・塚田 正幸君 今年初めての例会に出席して皆さんと年

始のご挨拶が出来た事に感謝してニコニコします。 

(11) 新会員を推薦された会員の方へ認証品贈呈 

   岡村健吉さん 

   若杉 武さん 

   玉 知夫さん 

(12) 幹事報告（小林 建副幹事） 

・ロータリーレートが１月より１ドル１１８円になりました。 

(13) 卓話「子どもセンターぽるとの活動」  

新潟医療福祉大学 特任教授 新田初美氏 

 

 

 

 

 

(14) 本日の出席率 ７２．６４ ％ 

(2週間前は規定休会) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月１３日の例会予定 

会員スピーチ「大学の昔と今-独断と偏見-」 

事業創造大学院大学 仙石 正和 学長 

 

新潟ロータリークラブホームページアドレス 

http://www.niigatarc.jp/ 

１月６日 理事会報告 出席者１０名 
 
１ 遠方よりおこしのゲストスピーカー謝礼

について＝旅費規程ないが、その都度柔軟に

対応する。現状は謝礼１万円。 
２ 旧新潟市内７ＲＣ合同例会について 
（平成２７年２月２３日（月）） 
理事会承認。 
３ 入会被推薦者について=承認 
㈱双北造園 代表取締役 松本 英明君 
(推薦 高橋 秀樹君  安藤 栄寿君) 
４ 創立７５周年記念式典について 
次第 １７：３０～１８：３０ 例会 
記念スピーチも依頼する 
１８：３０～２０：００ 観桜例会 
５ １月のプログラム=承認 
１月 ６日 卓話 
「子どもセンターぽるとの活動」 
新潟医療福祉大学 特任教授 

（県立吉田病院 子どもの心診療科） 
新田初美 氏 

１月１３日 会員スピーチ「大学の昔と今 -
独断と偏見-」 
事業創造大学院大学学長 仙石 正和君 

１月２０日 卓話「新潟大学の現在と未来」

新潟大学学長 高橋姿 氏 
１月２７日 新年家族会  

17：45 開会 行形亭 


