
 

  

  

 

     

 

 

 

 

 

新潟 RC６月第 1 例会 (2015.6.2) №３０８９ 

 

(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 

 さて、先週の例会後ローターアクトクラブの例会にお邪魔し

まして、非常に活発な活動の様子を見てきました。月に 2 回の

例会はロータリアンなら自由に参加できますので、ご都合のつ

く方はぜひ様子を見に行って励ましていただければと思いま

す。 

 翌日27日水曜日は青少年奉仕委員会の主催により、初めて

の試みとして「青少年のつどい」が行われました。ローターアク

ター、財団奨学生 OG、インターアクトがある明訓高校の校長

先生と顧問の先生が参加して下さり、柴田史郎さんと濱田道子

さんのピアノ演奏が大変好評でした。本間さんをはじめとする

青少年委員会のみなさんのご尽力に感謝すると共に、ぜひ次

年度以降も継続して頂ければと思います。 

 週末には、30日の土曜日に西クラブの 40周年式典と祝賀会

があり、大変盛会でした。新潟のロータリークラブのそれぞれ

が歴史を積み重ね栄えていくことは実に喜ばしい限りでありま

す。 

 そして土曜日と日曜日にかけて催されました、前橋ロータリ

ークラブとのゴルフと野球の親善試合にはお出かけになった

方も多いかと思います。これまた大変盛り上がりました。ゴルフ

では高橋康隆さんが優勝でした。おめでとうございます。ゴル

フ同好会、野球同好会の活躍を喜ぶと共に、前橋クラブの心

のこもった歓迎に深く感謝したいと思います。 

 さて、本日の会長挨拶に入りますが、既にみなさんのお手元

には会長挨拶の「付録」があると思います。楔形文字による会

員名簿ですが、この楔形文字というのは、シュメール人が生み

出したとされる文字であります。シュメール人は、紀元前 3000

年ころにメソポタミア文明をスタートさせた人々ですが、メソポ

タミア文明は（エジプト文明、インダス文明、黄河文明と並び）

俗に四大文明と呼ばれるものの一つです。それぞれの古代文

明では、それぞれ独自の形で文字が生み出され、後世に引き

継がれていきますが、一番早く文字の利用を始めたのがシュメ

ール人でありました。ですから、楔形文字は人類史上最初の

文字であると言えます。この楔形文字は、別の民族にも伝わり

ながら、その後数千年にわたって中近東で使用され続け、ア

ルファベットの成立に影響を与え、また、古代エジプト文字に

も間接的に影響を与えたと考えられています。シュメール人は

他にも 60 進法を発明しており、これは現代でも時間の単位に

使われています。 

要するにシュメール人は大変優秀な人々だったのですが、

1000年間ほど都市文明を繁栄させた後に急速に衰退し、紀元

前 2000 年頃に歴史の表舞台から姿を消してしまいます。これ

は、四大文明を形成した諸民族の中で一番早い衰退と消滅で

した。大変優秀だったシュメール人がなぜ滅びてしまったのか、

いくつかの説があります。行政機構があまりにも緻密に発達し

過ぎて弊害が甚だしくなったなどと考える研究者もいますが、

今のところ最も有力視されているのが、耕作地が塩害によって

ダメージを受け、食糧生産が危機に陥ったとする説です。 

ここで塩害について説明させて頂きますが、乾燥地帯で農業

を行う方法の中には、灌漑によって大量の水を耕地にいきわ

たらせるやり方があります。灌漑用水は、最初は土の中に含ま

れる微量な塩分を溶かしながら地下に浸み透っていきます。し

かしその後、毛細管現象によって地面にまで昇ってくると、水

分が蒸発し、塩分が地表に広がります。塩分があると植物は水

を吸収できなくなり、不作になったり枯れたりしてしまって、塩

害が起こるのです。 

さて、シュメール人は当初、優れた灌漑の技術によって、チグ

リス・ユーフラテス川の水を耕地に行わたらせ、川の流れを厳

しく管理し、洪水を防いで、小麦を大量に生産し、それを輸出

して栄えていました。しかし、水を操る技術が巧みであればあ

るほど、やがて塩害が深刻になっていきました。シュメール人

の文明の後半の古文書では、小麦の生産が 4 割近く減ってし

まったという記録もあります。そして、作物のほとんどが大麦に

なっていきます。大麦の方が小麦よりも塩害に強いからです。

そうこうしているうちに、シュメール人は歴史から消え去ってい

ったのです。 

さて、水資源をどのようにして上手に活用していくか、という問

題は、現代でも重要な問題であります。シュメール人の文明が

示しているように、単に技術的な問題にとどまるものではなく、

水資源とどのように付き合っていけば人類の将来が明るいもの

になるのか、という問題も含むのです。先ほどご覧になったウ

ズベキスタンのような遠い国の問題であるばかりではありませ

ん。12 月 16 日の会長挨拶でも述べましたように、日本は巨大

な水輸入国であり、我々の現在の生活は、世界各地から様々

な形で吸い取っている水資源に支えられています。世界の水

資源問題は、日本にダイレクトに影響します。言い換えれば、 
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水資源の活用方法の問題は、人類史上最初の文明の民を危

機に陥れた問題であり、その後も現在に至るまで、人類が格

闘し続けてきた問題であると言えます。ロータリーの六つの重

点分野の一つ「水と衛生」は、日本の、そして新潟の未来に直

接かかわる問題として、改めて意識して頂き、今後のロータリ

ー活動や、それ以外の各事業所でのお仕事、あるいはまた別

の様々な場面でも、お考え頂ければと思います。 

(3) ビジターの紹介 

新潟市内ロータリークラブ幹事 

新潟東クラブ 井上陽一君 新潟西クラブ 加地正樹君 

新潟北クラブ 小林玄太君 新潟中央クラブ 広川彰君 

新潟万代クラブ 白川義則君 

(4) 小林玄太新潟北ＲＣ幹事代表挨拶 

(5) 米山奨学生 朴 治国さん挨拶・奨学金贈呈 

(6) １００％出席バッチの贈呈 

玉 知夫君 3年  下岡 正八君 11年

(7) 誕生日お祝い贈呈（４名） 

(8) 結婚記念日お祝いの紹介（２名） 

(9) ユアテック新潟支社長 渡辺 洋一君退会挨拶 

(10) 同好会報告 

・＜前橋 RC との親善交流会及び合同懇親会に参加して

（ゴルフ・野球同好会）＞   野球同好会 監督 高橋清文 

 ５月３０・３１の土・日の両日に前橋へおじゃまして前橋RC

のメンバーの方々と親善交流会を行って来ました。３０日の

ゴルフでは当メンバーから８名が参加し、総勢４８名でのコ

ンペとなりました。当日は大変暑くてプレーにも影響があり

ましたがひと際爽やかにプレーされた当メンバーの高橋康

隆さんが見事に優勝されました。（スコア４２・４２＝８４）なん

と新潟 RC は今回で５連覇だそうです。皆さん本番に強い

ですね。その後夕方からは都丸会長・藤野幹事を初めとす

る前橋 RC のメンバーの方々の大変なおもてなしでの合同

大懇親会となりました。皆様からの愉快なスピーチもあり大

いに盛り上がった懇親会となりました。本当に前橋さんに

は感謝感謝の想いでした。翌日は強風でグランドの砂も舞

い上がる状態での野球の試合でしたが選手の皆さんは張

り切って臨んでくれました。試合内容はシーソーゲームで

一点を争う好ゲームとなりましたが２点リードをして迎えた

最終回に残念ながら３点を献上してのサヨナラ負けとなりま

した。でも充実した試合を終えた満足感でいっぱいでした。

選手の皆さん本当にお疲れ様でした。終わりになりますが

ゴルフも野球もされずお酒も飲まれない高橋秀樹会長に

は多忙な日程の中わざわざお越しいただきまして本当に

ありがとうございました。都丸会長が大変喜んでおられたの

が印象的でした。（例会時で報告が漏れてまして申し訳あ

りませんでした。）また、ゴルフ終了後も宿泊までして野球

の応援に残って頂いた柴田会長へも合わせて感謝申し上

げます。今回初めて二日間に渡る交流会となりましたが全

員がケガもなく無事に解散出来た事に改めてほっとした想

いです。皆様に大いに感謝して報告とさせて頂きます。＜

若槻さん幹事お疲れ様でした。ありがとうございました。＞ 

(11) 各種ご寄付の発表 

ロータリー財団寄付発表(樋熊 紀雄委員長) 

樋熊 紀雄君  

米山奨学会寄付発表(小木 順一郎副委員長) 

徳山 啓聖君 徳永 昭輝君 

(12) ニコニコボックス紹介 

・新潟東ＲＣ，新潟西ＲＣ，新潟北ＲＣ，新潟中央ＲＣ，新潟

万代ＲＣ各幹事 一年間、高橋 秀樹会長、安藤 栄寿幹

事さんには、大変お世話になりました。本日はメイクアップ

でお世話になります。 

・高橋 秀樹会長、安藤 栄寿幹事 市内ロータリークラブ

幹事さんの来訪を心より歓迎してニコニコです。 

・渡辺 洋一君 ６月２４日付で東京本部に転勤する事にな

りました。３年近く新潟ロータリーの会員として活動出来た

ことを誇りに東京に参ります。皆様には多くのご指導をいた

だき感謝申し上げます。本当にありがとうございました。 

・ゴルフ同好会会長 柴田 史郎君、野球同好会監督 高

橋 清文君 5/30.31 日の両日、前橋へお邪魔し、土曜は

親善ゴルフ大会、日曜は親善野球大会とチョット強行日程

でしたがメンバーの皆さんと楽しんで帰って来ました。両日

とも大変天候に恵まれ、ケガも無く、それぞれプレー出来

たことと、前橋ＲＣのメンバーの熱い熱いおもてなしに大い

に感謝しニコニコします。参加されたメンバーの皆様大変

お疲れさまでした。ありがとうございました。 

・高橋 康隆君 5/30 の前橋ＲＣとの懇親ゴルフ会で優勝

してしまいました。小生としては出来過ぎでした。 

・石橋 正利君 結婚記念日のお花ありがとうございまし

た。 

・塚田正幸君 ５月２７日の夜「新潟ロータリークラブ青少年

奉仕の夕べ」が開催されましたが、例会でピアノを弾いてく

れる濱田道子さんがいつもと違う雰囲気で多くの曲を弾い

て歌って楽しめました。また新潟ローターアクトクラブのメン

バーも多数参加して会話も盛り上がり和やかな会でした。

更にインターアクトで繋がりのある明訓高校の大滝校長先

生も出席されロータリークラブとの交流を深めて頂きました。

この楽しい会を設営した青少年奉仕の本間大委員長に感

謝します。ありがとうございました。（私は今日から４週連続

で例会休みますので事前に事務局に提出しました） 

・本間  彊君 さる５月２７日に「青少年の夕べ」を青少年

委員会の主催でホテルイタリア軒にて開催しました。ロータ

ーアクトクラブ、インターアクトの新潟明訓高校 校長先生、

Ｒ財団奨学生ＯＢなど、会員の皆様のご出席と併せて４３

名となり盛会でした。例会でいつもピアノ演奏をして下さる

濱田道子さんをゲス.トに迎え素晴らしい演奏に酔いしれた 



ひとときでした。会員の皆様のご協力に心より感謝申し上

げます。 

・佐藤 厚君 明治３８年、日露戦争の真っ只中、当行の前

身である六十九銀行新潟支店として開設した、私ども北越

銀行新潟支店は、昨日６月１日、１１０周年を迎えることがで

きました。これまで支えていただきました地域の皆様に、少

しでもお返しできればと、４月より特別ロビー展を開催中。４

月は新潟市信濃川火焔街道連繋協議会と協力し、「火焔

型土器を２０２０年東京オリンピックの聖火台に」と題したパ

ネル展を５月は新潟県世界遺産登録推進室と協力し「佐渡

金銀山を世界遺産に」と題したパネル・レプリカ・絵巻物展

を開催。当店を皮切りに、当行各店を巡回中です。大願成

就を願っての応援キャンペーンです。１１０周年を迎え、大

願成就を願ってニコニコです。 

(13) 幹事報告（安藤 栄寿幹事） 

・三条東ロータリークラブが８月２２日に燕三条ワシントンホ

テルに於きまして創立１０周年式典を開催致します。詳細、

登録希望の方は事務局までお願い致します。 

 

(14) 卓話「新潟おもしろ方言講座」  

NPO法人郷土のことわざネットワーク 

理事 大田朋子 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15) 本日の出席率 ７４．７４％ 

会員数９８名（出席免除会員 ７名） 

出席者７１ 名（出席免除会員４名を含む） 

 (2週間前メーク後 ８５．２７  %) 
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５月１９日の例会予定 

卓話「新潟花の園芸史」 

新潟県立植物園副園長  倉重 祐二 氏 

 

新潟ロータリークラブホームページアドレス 

http://www.niigatarc.jp/ 

 

 
６月２日 理事会報告 出席者９名 
 
１ 入会被推薦者について=承認 
・(株)ミタカ 取締役副社長 秋山 博一君 
 
２ ６月のプログラム＝承認 
6 月 2 日 卓話「新潟おもしろ方言講座」 
NPO 法人郷土のことわざネットワーク 
理事 大田朋子氏 
6 月 9 日 卓話 「新潟花の園芸史」 
新潟県立植物園副園長  倉重祐二氏 
6 月 16 日 卓話「荒ぶる自然とのつきあい方

ー日本人の伝統的自然観ー」（仮）     
 新潟大学名誉教授（ビュー福島潟名誉館長）

大熊 孝氏 
6 月 23 日卓話  
ひとりシンクタンク 2010 
代表 早川 和宏氏 
6 月 30 日 納会例会 17：30 開会 鍋茶屋 
 
３ その他 
①青少年の夕べの御礼 
本間理事より青少年の夕べの御礼、４３名参

加。 
②竹石次期会長より 
６／２３に会長挨拶で使う書籍を皆に配る。

それまで買わないように。 
③納会について 
最後の納会はより多くの人が参加し易い会 
にしたらどうか。（特に会費の面で） 
 


