
 

  

  

 

    

 

 

 

 

 

新潟 RC８月第 1 例会 (2015.8.4) №３０９８ 

 

(1) 「君が代」斉唱  

ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

(2) 竹石 松次 会長挨拶 

益田 孝  

嘉永元年（1848）～昭和 13 年（1938） 

 佐渡市（佐渡郡相川町）生まれ、佐渡奉行所益田鷹之助の

長男として生まれる。 

明治維新という変革の時代に生きた一人の経済人の誕生の開

幕は、安政元年（1854）神奈川条約が契機となった。父鷹之助

は北海道の函館に赴任、父の任地に家族と一緒に佐渡から北

海道へ向かった。北海道では佐渡の経験がかわれ、孝、幼少

名徳之進は、父の指示で英語の課外授業を受けることになっ

た。その後、父の江戸詰めで、親子で外国奉行の仕事に就い

た。徳之進は翻訳係として役割を果たした。 

 徳川幕府はフランスに使節団を派遣することになり、益田親

子がフランスの軍艦「ル・モンシュ」で出帆した。パリではナポ

レオン三世に拝謁したほか郊外のフォンティ‐ヌブローで着飾

った七千騎の騎馬兵の行進に驚嘆した。この渡航が 17 歳の

徳之進の将来に決定的な影響を与えた。 

 慶応元年（1868）正月三日、鳥羽伏見の戦いが起こり、将軍

徳川慶喜は敗れて江戸へ、七日、慶喜征討令がでる。十五日、

明治政府は王政復古を宣言、二十八日、江戸城で徳川慶喜

が直々に益田徳之進を騎馬の頭（きばのかみ）に任命した。し

かし、時すでに遅く四月十一日、江戸城が明け渡され、その役

割を終えることとなった。 

 やがて時は明治と改元され、江戸は東京と改められた。二十

一歳の徳之進は、武士から商人としての再スタートを横浜から

することとした。このころ流通していた通貨は二分金で、貿易

取引ではメキシコドルが使われていた。輸出商は代金を外国

商館からメキシコドルで受け取り、輸入商は外国商館にメキシ

コドルで代金を支払う建前となっていた。このころからドル売り

ドル買いが始まった。 

 当時活躍した商人として、原喜三郎、大倉喜八郎、井上馨、

渋沢栄一等、現在の我が国を築いた大家が多く輩出した。 

明治 7 年この井上、渋沢、益田の 3 人が資金を出し合い鉱山

会社を経営、これが三井物産の前身となり、やがて東北地方

のコメを買い入れ、外国の船舶を使って関西まで運ぶなど次

第に穀物から武器に至るまで多くの商品を扱うこととなった。

大倉喜八郎の大倉商会、三菱財閥の岩崎弥太郎、渋沢コンツ

ェルンの渋沢栄一、関西財界の重鎮藤田伝三郎などの会社

が盛況を極めた。 

 明治9年、三井物産は伊藤博文の勧めで三井炭鉱の石炭輸

出を引き受けることになり、以後国から経営形態を受け継ぐこと

となった。やがて、鐘ヶ淵紡績、芝浦製作所、王子製紙を起業

するなど近代日本の基礎を築いた。 

 明治三十五年三井コンツェルンのトップとなった益田孝は、

その後、大正三年の第一次世界大戦を経て事業は益々拡大

し今日の三井物産の隆盛に貢献した。 

 益田孝は起業家としての一面を持つ一方、茶人としての一

面も才能を発揮し、晩年は益田鈍翁としても活躍した。 

 東京品川の私邸など生涯に数千回に及ぶ茶会が催された

が、明治四十一年秋の新会席のお祝いには薄茶、濃茶、懐石

という豪華な茶席が設定された。 

 朝吹英二は田植え歌になぞらえて祝歌を寄せた。「佐渡の

産湯に 蝦夷地の昆布湯今じゃ茶の湯の御殿山」昭和十三年、

九十歳の天寿を全うした。 

(3) ゲストの紹介・ご挨拶 

日本画家 大矢 紀さん  

 

 

(4) 米山奨学生 朴 治国さん挨拶・奨学金贈呈 

(5) 新会員のご紹介 

 

 

 

 

 

この度、竹石会長様と石本理事様のご推薦を賜り伝統あるクラ

ブへの入会を許され光栄に存じます。私は、1954 年に栃木県

北部の衣料品屋の長男として生まれ、大学進学以降は実家を

離れ住友銀行で 30 年勤務した後セコムに入社、今年 6 月より 

2015～16 年度 
国際ロータリー会長 

 
 K. R.ラビンドラン 

2015～16 年度
新潟ロータリークラブ会長 

 
竹石 松次  

    世界へのプレゼントになろう 
      

      2015～16 年度 国際ロータリーのテーマ 

セコム上信越㈱ 代表取締役社長

竹田 正弘君 

ご紹介 竹石松次君 

所属委員会 ニコニコボックス委員会 



セコム上信越勤務となりましたが、妻は 16 歳になる老犬の

介護に専念しており、現在単身赴任中です。ジャズ・洋画・

ミステリーを始め趣味は多く、飛鳥以前の古代史にも興味

があり神社巡りは楽しみの一つです。また、ゴルフは月 2

回ペースでラウンドしておりオフィシャルハンディは２１で

す。1 日も早くロータリアンとして誇りを持てるよう努めて参り

ますので、何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 この度は、伝統ある新潟ロータリークラブへの入会をお

認めいただきまして誠にありがとうございます。株式会社ト

ッキーの副社長に就任された関森支社長を引き継いで、６

月２３日付でＪＲ東日本新潟支社長をやらせていただくこと

になりました弭間俊則（はずまとしのり）です。出身は東京

都で、現在は新潟市内に自宅がございます。前職は、ＪＲ

東日本の事業創造本部というところで勤務をしておりました。

新潟での勤務は初めてとなります。新潟エリアには、様々

な観光資源、地域資産が豊富であり、日本の良さが凝縮さ

れているといっても過言ではないと思います。県をはじめと

する地域の皆さまと一緒になって街づくり、観光流動創造

に精一杯取り組んで行きたいと考えております。よろしくお

願い申し上げます。 

(6) 桑原隆君退会ご挨拶 

(7) １００％出席表彰 

 

 

 

 

(8) 誕生日お祝い贈呈（７名） 

(9) 結婚記念日お祝いの紹介（２名） 

(10) 各種ご寄附の発表 

ロータリー財団寄付発表(織戸 潔委員長) 

樋熊 紀雄君 織戸  潔君 

米山奨学会寄付発表(小林 敬直委員長) 

福地 利明君」 徳山 啓聖君 

徳永 昭輝君  

青少年育成基金寄付発表(小林 悟委員長) 

樋熊 紀雄君  

(11) ニコニコボックス紹介(堀盛富委員) 

・竹石 松次君 ①日本画家の大矢紀さん、新潟市美術館 

塩田純一さんを迎えて②新会員をお迎えして。 

・大矢 紀様 竹石会長の例会に伺いました。 

・桑原 隆君 何もﾆｺﾆｺのコメントはありませんが、ただ６年

間のご交誼に感謝の言葉のみです。本当に有難うござい

ました。 

・武宮健二郎君 昨日、長岡大花火大会で、弊社創業以来

初めて、ベスビアス超大型スターマインを打ち上げました。

今週末は長岡祭りの民謡流しに続いて２０年ぶりに新潟民

謡流しに参加します。鮮やかな浴衣で再デビュー、山車も

弾き新潟市の民さんと一緒に夏祭りが楽しめるようになりま

した。 

・岡田 茂久君 ロータリークラブ例会場であります５階トイ

レを只今改装中でございます。新しくなるまでご迷惑をお

かけ致します。新しくなるトイレに乞うご期待下さい。 

・秋山 博一君 ７月に入会させて頂きました。おととい、８

月２日に誕生日をむかえ４０歳となりましたのでニコニコさ

せて頂きます。 

・松本 英明君 先月のチャリティーコンペでパートナーと

ハンディに恵まれまして優勝することが出来ました。 

・福地 利明君 １００％バッチをもらいましたが、病院という

別荘へも数回泊まりました。手術等の動けない時以外は着

替えて出席率を落とさない様努力しました。 

 

(12) 幹事報告（細野 義彦副幹事） 

・前橋ＲＣとの合同納涼会のお土産にいただきました

「カリカリ梅」を各自、お帰りの際にお持ち下さい。お酒

は次回「月見例会」でお楽しみ頂きます。 

・例会終了後新会員オリエンテーションを４階「雪椿の

間」で開催致します。 

 

(13) 卓話「３０年目の新潟美術館」 

新潟市美術館長 塩田純一 氏 

 

 

 

 

 

(14) 本日の出席率 ７０．９７％   

会員数９８名（出席免除会員 ８名） 

出席者 ６６名（出席免除会員３名を含む） 

 (2週間前メーク後 ９１.３１    ％) 

 

務台 昭彦君 １年  堀 盛富君 １年 

登坂 直美君 ２年  本間 剛三君 ２年 

山田  眞君 ３年  小田  等君 ５年 

内山  清君 25年  小林  悟君 37年 

福地 利明君 41年   

東日本旅客鉄道（株）執行役員新潟

支社長 弭間（はずま）俊則君 
ご紹介 関森多市郎君 
所属委員会 インターアクト委員



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月１８日は規定休会 

８月２５日の予定 会員スピーチ  

石本隆太郎クラブ奉仕Ｂ委員長 

 

新潟ロータリークラブホームページアドレス 

http://www.niigatarc.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
８月４日 理事会報告 出席者８名 

１ 入会被推薦者について=承認 
 ・東北電力(株)新潟支店上席執行役員 武田 眞二（たけだ しんじ）君 
 ・新潟県信用農業協同組合連合会 常務理事 町田 智（まちだ さとし）君 
 ・(株)BSN ウエーブ 代表取締役社長 近藤 正典（まさのり）君 
２ 退会申し出について=承認 
・新潟県信用農業協同組合連合会代表理事・理事長 桑原 隆 君 
３ 五十嵐幸雄君の出席免除申請について=承認 
４ 地区大会について＝従来通りのクラブ補助金額で案内する。 
５ ８月のプログラム=承認 
８月 ４日 卓話「３０年目の新潟美術館」 
新潟市美術館長 塩田純一 氏 
（プロジェクター・スクリーンを用意下さい との事 
８月１１日 会員スピーチ  樋熊副会長 
８月１８日 規定休会  
８月２５日 会員スピーチ「会員増強について（仮題）」 
６ 公開講演会について＝承認 
  日時：平成 27 年 10 月 27 日（火）午後 3 時～午後 5 時 
  場所：ホテルイタリア軒 サンマルコ 
公開講演・ふるさと発展の今と未来を考える 30 分 
① 新潟を離れて見える新潟の魅力と経済力 
日本銀行審議役 照内太郎氏  
（前日本銀行新潟支店長・新潟ロータリ―クラブ会員） 
② 大倉喜八郎が決断したベンチャー精神 60 分 
東京経済大学名誉教授・大倉喜八郎研究家、村上勝彦氏 
 東京経済大学学長・理事長歴任、大倉文化財団評議委員 
③ 健康食・非常食で世界を席巻 30 分 
バイオテックジャパン 専務取締役 江川 穣氏 
健康食・非常食で世界を席巻 
※ 午後 1 時 30 分より裏千家の皆さんによる茶席を設定 約２時間 
７ 福島県浪江町１日訪問について＝承認 
平成 27 年 11 月 28 日（土）浪江町のロータリークラブから新潟ロータリーに移籍した松本英明氏のふる

さとを訪問し、町役場の現状と浪江ロータリークラブ訪問で友好の絆を探る。 
※ 当日はバスで移動、各人がカメラを持参し、それぞれの視点で現状を把握、平成 28 年 3 月 11 日

を中心に写真展を開催予定。 


