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新潟 RC ９月第 1 例会 (2017.9.5) №３１９７ 

 

(1) 「君が代」斉唱  

ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

(2) 徳永 昭輝会長挨拶 

9月 2日(土)、ＲＩ第 2560地区、第 2分区ＩＭ（Intercity 

Meeting 都市連合会；新潟市内 7クラブと佐渡、佐渡南クラブ

の 9クラブ；新潟北ＲＣのホスト）万代シルバーホテルで開催さ

れました。「クラブと地区の変革をめざそう」という新保ガバナ

ーの地区テーマをもとに、「胃・友の会」幹事の古藤勝栄氏に

よる特別講演「胃がん体験と私の人生」～私の生い立ちと癌体

験その後の人生～があり、その後の懇親会は北RCのグリーク

ラブによるウエルカムソングで始まり、会員相互の親睦と知識

を広めるＩＭであったと思います。新潟クラブからは 20余名人

が参加しました。その会場でＲＩ第 2560地区の地区大会が 10

月 28日(土)；地区指導者育成セミナー；会場オークラホテル、

29日(日)本会議：朱鷺メッセで開催されますが、新潟ＲＣの地

区大会登録者が 32名、登録率 38%との指摘をされ、ぜひ新潟

ＲＣからの参加者を増やしてほしいとの要請がありました。まだ

未回答の会員が 22名、欠席と回答された会員 42名ですが、

もう一度予定等を検討して参加していただける様宜しくお願い

致します。 

 9月 3日の朝日新聞の「捨てられる子防ぐには」という一面記

事の見出しに衝撃を受けました。路上などに遺棄された子供

が 2013-16年度の 4年間に少なくとも 58人いて、うち 10人が

死亡していたという内容でした。わたしが大学にいた頃、同級

生が 1人医長で勤務していたため、毎週水曜日に県立十日町

病院に夜、産泊し、翌日新生児外来・手術をして帰るという出

張を 5年間していました。その時にショッピングセンターのトイ

レにカーデガンに包まれて捨てられていた新生児の治療をし

たことを思い出さされました。低体温の為呼吸障害が見られま

したが、幸いのことに低体温を改善し救命することが出来まし

たが、トイレで出産しその処理に困って置き去りにしたのは高

校生でした。新生児が死亡しなかったこととその高校生を保護

できたことから、子供は里子としてある夫婦に引き取られて行

きました。その後のことはわかりませんが、県内でも高校生

が″望まない妊娠・出産″を背景に、トイレの窓から子供を遺

棄したケースや生まれてすぐに実母によって殺された事例も

あります。 

朝日新聞の取材によると、棄児された子の多くが、生後間もな

い赤ちゃんで、棄児した人物が判明したケースの 7割が実母

によるものでした。妊娠が家族に打ち明けられないまま出産し、

遺棄に至ったケースが多いと考えられます。 

日本産婦人科医会では、「妊娠等について悩まれている方の

ための相談事業」に取り組んでいますが、児童虐待の問題を

深刻な問題として考えています。虐待による児童の死亡年齢

はゼロ歳時が58%、1歳以上が42%と、死亡した子どもの年齢は

低年齢に集中し、特にゼロ歳児が多い傾向は第 1次報告から

一貫しています。ゼロ歳児の占める割合ですが、平成 20年以

降ついに 5割を超えています。主たる虐待者は 62.8%が実母

でした。虐待死の妊婦では、望まない妊娠が虐待死全体の

31.3%、虐待死児日齢 0日児の 68.6%、妊婦健診の未受診では

虐待死全体の 31.3%、虐待死児日齢 0日児 75%、母子健康手

帳未発行では、虐待死全体の 29.9%、日齢 0日児虐待死の

81.3%でした。「子供を遺棄」したり、生まれた間もない子を「虐

待死」させてしまう妊婦は、だれにも相談できず、孤立したまま

出産に至ったケースがほとんどです。 

 昨年、児童福祉法が改正され、医療機関や学校に対して支

援が必要と思われる妊婦を見つけたら、市町村に知らせる努

力義務が課せられ、妊娠相談の専門員を病院などにおくモデ

ル事業を 6自治体で行う予定になっています。 

予期せぬ妊娠などで困ったときの相談先として、全国妊娠ＳＯ

ＳネットワークやＮＰＯ法人ボンドプロジェクトなどが自分でＳＯ

Ｓを出せない女性たちに手を差し伸べる活動を行っています。

自治体の委託などによる妊娠相談窓口は少しずつ増えていま

すが、全国で 40箇所ほどでまだ不十分な状況です。望まない

妊娠に対してどのような対応をするかは、ケースバイケースで

対応することになりますが、妊娠で悩む女性に積極的に関わり

を持つことが必要だと考えています。 

 日本の人工妊娠中絶についてお話しますと、2012年の厚生

労働省、衛生行政報告によると、10歳から 49歳の女性の人工

妊娠中絶ランキングは、女性 1万人当たりの人工妊娠中絶件

数の第 1位は鳥取県で 103.03件、以下熊本、佐賀、福岡、高

知県で、最も少ない県は奈良県で 37.72件、他山梨、千葉、埼

玉、神奈川県でした。新潟県は 3,458件、1万人当たり 70.00

件、全国 26位でした。 

九州・四国・中国・東北で中絶が多いというデータですが、相

関ランキングを見ると、デキ婚率や高校生求職率とは、正の相

関が、20代男性未婚率や 20代女性未婚率、出産年齢とは負

の相関があり、「高校で働く若者が多く、若いうちに結婚して子 
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供を生む地域では人工妊娠中絶率が多い」、九州・四国・中

国・東北は若いころからセックスをする機会が多く、それがデ

キ婚や中絶につながっていると考えてよさそうです。 

 

(3) 米山奨学生  

ソド チャンドマニチメグさん 奨学金贈呈 

(4) 新会員紹介・挨拶 

 

 

 

 

 

 

この度、歴史と伝統のある新潟ロータリークラブに入会させ

ていただきました、ＢＳＮアイネットの梅津と申します。新潟

市生まれで、２人の娘も外に出て現在は妻と２人で新潟市

東区に住んでおります。1956年ＢＳＮ新潟放送に入社し、

報道制作や事業に携わってきましたが昨年 6月グループ

会社のＢＳＮアイネットに移りました。根っからのアナログ人

間ですのでＩＴ業界のデジタル用語に悪戦苦闘の毎日で

す。その上酒の量も増えメタボとの闘いも続いております。

初めてのロータリー活動ですが、時間の許す限り社会奉仕

活動にも参加したいと思っております。諸先輩方のご指導、

ご鞭撻を何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

この度は、歴史と伝統ある新潟ロータリークラブへの入会を

認めていただきまして、誠にありがとうございます。農林中

央金庫新潟営業所の津久井勝之と申します。巨人軍が９

連覇を達成した１９７３年に、新潟県の隣県の群馬県で生ま

れました。農林中央金庫入庫後は、東京勤務が殆どです

が、農協へ２年間出向し、現場の経験させていただいたこ

ともあり、農家・農協での実務経験は多いほうだと思ってお

ります。新潟県は、初めて住む地ではありますが「歴史」、

「文化」もあり、さらには「食（お酒を含む）」にも魅せられて

しまい、既に虜になっています。農業にかかわる方々を金

融・非金融面で支え、県内外、さらには国外の多くの方々

に新潟の魅力味わっていただくお手伝いができればと考

えています。ロータリークラブは全くの初心者ですが、諸先

輩の皆様からご指導賜りながら、新潟とともに自身も成長

できるよう努めて参りますので、何卒宜しくお願いいたしま

す。 

 

 

(5) ３分間スピーチ 

㈱本間組 会長 本間 剛三君 

 

 

 

 

カメイ㈱新潟支店長  堀 盛富君 

 

 

 

 

アイリテック㈱代表取締役社長 細野 義彦君 

 

 

 

 

 

(6) １００％出席バッチの贈呈(早田 芳弘委員) 

武田 眞二君 ２年 八島  進君 ４年 

竹石 松次君 10年   

(7) 誕生日お祝い贈呈(１０名) 

(8) 結婚記念日お祝いの紹介(１３名) 

(9) 委員会報告 

 

・吉田 和弘直前会計より２０１６-１７年度決算報告 

・敦井 栄一監査役より会計監査報告 

(10) 各種ご寄付の発表 

ロータリー財団寄付発表（高木 言芳副委員長) 

樋熊 紀雄君 本多  晃君 

米山奨学会寄付発表(白勢 仁士委員長) 

竹石 松次君 徳山 啓聖君 

本間 剛三君 宇尾野 隆君 

山田 治伸君 吉田 和弘君 

白勢 仁士君」  

青少年育成基金寄付発表(小田 等委員長) 

山田 治伸君 小田  等君 

  

 

農林中央金庫新潟営業所 

所長 津久井 勝之君 

ご紹介者 町田 智君 

所属委員会 職業奉仕委員会 

㈱ＢＳＮアイネット  

代表取締役社長 梅津 雅之君 

ご紹介者 竹石 松次君 

所属委員会 プログラム委員会 



ニコニコボックス紹介（八島 進副委員長） 

・山田 治伸君 9/1に新潟市と地方創生に関する包括連

繋協定を締結したことを記念して。 

・大澤 強君 農林中金 津久井所長を歓迎して。 

・町田 智君 農林中央金庫 津久井さんの入会を歓迎し

て。 

・石橋 正利君 ４番目の孫が生まれました。初宮参りで今

月京都にまいります。名前は「まこと」です。 

・小松 茂樹君 新潟県内９信用金庫の代表として出場し

た「第５８回 関東地区信用金庫野球大会」で（９県１０チー

ムで争う）で第３位となりました。 

(11) 表彰 

・宇尾野隆君へ米山功労者第３階マルチプル感謝状伝達 

(12) 幹事報告（織戸 潔幹事） 

 

 

(13) ９月 ５日例会の出席率 ８０．６８％ 

会員数 ９２名（出席免除会員 ７名） 

出席者 ７１名（出席免除会員 ３名を含む） 

 

 (2週間前メーク後 ８９．２９ ％) 

 

９月１９日の例会予定 

卓話 新潟三越伊勢丹 

プロジェクトセールスマネージャー 松永 周子氏 

 

 

 

新潟ロータリークラブホームページアドレス 

http://www.niigatarc.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月５日 理事会報告 出席者１４名 

 

 

１． ２０１６-１７年度決算について 

宇尾野理事（前会長）より説明 承認された 

２．入会被推薦者について=承認 

・岡三にいがた証券㈱ 

代表取締役社長 金井 政則君 

（推薦者 徳永 昭輝君、高橋 康隆君） 

・キリンビール㈱新潟支社支社長 森下 英樹君 

（推薦 竹石 松次君、岡村 健吉君） 

３． 田中堅一郎君より出席規定適用免除申請 

定款第 12条 出席 第 3節 出席規定の免除（ｂ）

基づき承認された 

４．９月のプログラム＝承認 

９月 5日 卓話なし  

９月 12 日  会員スピーチ 新日鐵住金㈱新潟支店長 

藤井邦之君 

９月 19日 卓話 「越品企画の選定の秘密」（仮） 

新潟三越伊勢丹プロジェクトセールスマネージャー 松

永周子氏 

９月 26日 卓話 「雪梁舎美術館とフィレンツェ賞」（仮） 

雪梁舎美術館館長 捧 美穂氏、 

５．その他 

・職業奉仕委員会 （山本理事より報告） 

本日東京電力と詳細打合せを行う 

10月 24日（火） 例会終了後 13:40出発   

東電発 17:00  

・地区大会について（徳永会長） 

  当クラブの出席率が現在 38％、目標 55％、参加

者増の要請が地区幹事よりあった 

  ⇒例会に於いて出席の呼びかけを行う 

  ・会員の高齢化について（徳永会長） 

  若い会員とのコミュニケーションが重要、継続

審議とする 

  ・ゴルフ・野球同好会の支援について（徳永会

長） 

   例えば、ゴルフ同好会の優勝者は「ニコニコ

ボックス」等へ寄付をしている。このことか

ら、同好会への支援を検討していきたい 

⇒同好会から要望をヒアリングし、継続審議

とする 

  ・月見例会に於いて浪江ＲＣを招待したい（徳

永会長）⇒案内することが承認された 

  ・ミャンマー支援の状況について 

   宇尾野理事がミャンマーへ行く予定であるの

で、ヤンゴンＲＣと交流し具体的な方法を 

探る。 

 

http://www.niigatarc.jp/

