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新潟 RC ３月第 1 例会 (2021.3.2)（書面例会併催） №３３５５ 

 

(1) 「君が代」 

ロータリーソング「奉仕の理想」ピアノ演奏 

(2) 高橋 秀松会長挨拶 

先月の 2月 14日はバレンタインデーでした、例年であれば、

古町界隈でチョコレートが飛び交っていましたが、今年はさっ

ぱりでした。 

セントバレンタインこれは人の名前です。3世紀ローマ帝国の

テルニという町に、バレンチーノ、英語読みでバレンタインとい

うキリスト教の祭司が居ました。当時のローマ帝国は「愛する人

を故郷に残した兵士がいると士気が下がる」という理由で、兵

士たちの婚姻を禁止したと言われていました。キリスト教の司

祭だった、バレンチーノは、婚姻を禁止されて嘆き悲しむ兵士

たちを憐れみ、彼らのために内緒で結婚式を行っていたわけ

です、やがてその噂が皇帝の耳に入り、怒った皇帝は二度と

そのような行為をしないようバレンチーノに命令した。しかし、

バレンチーノは毅然として皇帝の命令に屈しなかったため、最

終的に彼は処刑されることになった訳です。彼の処刑の日は、

270年 2月 14日でした。後の世に、バレンチーノはやがて聖

人に列せられ、その殉教した日、2月 14日が「聖バレンチーノ

の日」セントバレンタインデーとなった訳です。 

さて、1929年の 2月 14日シカゴで「聖バレンタインデーの虐

殺」という事件がありました。シカゴのマフィア同士の抗争事件

です。 

本日はマフィアのボス アル・カポネとシカゴRCの対決につい

てお話したいと思います。 

時代を振り返りますと、ロータリーの創始者ポール・ハリス

（1868～1947）とマフィアのボス アル・カポネ（1899～1947）が

生きた時代はアメリカの歴史上で最も過酷な時期だったと思い

ます。1920年禁酒法が開始と共にマフィアが台頭して、1929

年には先ほど申し上げたアル・カポネが指示したとされる「聖

バレンタインデーの虐殺」が起こっています。同じ年の10月24

日（暗黒の木曜日）にニューヨークでは株式の暴落により世界

大恐慌が始まりました。 

禁酒法が施工された 1920年にはポール 52歳カポネ 21歳で

す。その後、禁酒法が約 13年、大恐慌が 4年ほど続き、1933

には治まった訳ですが、この間アル・カポネのいたシカゴはま

さに、悪の街でした。 

そして 1920年代の RCはチェスレイペリーが RIで事務総長と

して活躍し、職業奉仕か社会奉仕かで大論争を交わしていた

時代です。一方アル・カポネはギャングの大ボスジョニー・トリ

ノの子分としてすでに活躍しており、1925年には、トリノに代わ

り暗黒街を金と力で支配下に置きました。カポネはシカゴ市内

にたくさんのスープキッチン（無料食堂）を開設し、失業した労

働者に食事をふるまっていました。別の意味でRCと同じような

ことをしていたのかもしれません。カポネは、1931年に所得税

法違反で、アンタッチャブル（連邦捜査官）のエリオット・ネスに

逮捕され、11年の実刑判決を受け、アルカトロス島に収容され

ます。32歳の時でした。 

RC とマフィアは、政治的にも経済的にも道徳的にも荒廃した

シカゴの同時期に、良くも悪くも、大きな影響を及ぼしていた

組織でした。 

シカゴ RC とマフィアとの対決は、いくつか記録されております。

シカゴRCはマフィアによって牛耳られ映画産業を粛清し、さら

には公開前にその内容を検討するための広報委員会を作っ

て、映画の倫理規制を実施致しました。 

また禁酒法の影響を受けてマフィアの影響が強かったレストラ

ン業界をガイ・ガーディンカー（1923年 RI会長）は「レストラン

業界の道徳律」（1915年にサンフランシスコ大会で採択された

145の業界にわたるロータリー業界倫理基準）によって改革を

していきました。 

そしてまたシカゴ RCの会長を務めたヘンリー・チャンバリンが

中心となって、シカゴ犯罪調査委員会を組織し、チャンバリン

が初代委員長となり、他の委員も多くはシカゴクラブのメンバ

ーであります。マフィアの息のかかった保釈保証人を告発し、

ラジオを通してアル・カポネ追放運動を展開しました。 

1924年には、ロータリアンの眼鏡商が証人として、出廷し、遺

留品の眼鏡から、マフィアの大物を逮捕し、殺人事件解決に

協力した記録も残っています。 

当時のシカゴRCは、内では職業奉仕の理念や職業倫理が確

立し、一方で社会奉仕かで大激論を繰り広げるとともに、外に

向けてはシカゴ市民のためにマフィア粛清に、極めて政治が

らみの活動（連邦捜査官と、どこかでつながっていたのではな

いか）を、していたとも思われます。 

アル・カポネが死亡したのが 1947年 1月 25日 48歳でした。

奇しくもポールハリスはわずか2日後に79歳で亡くなりました。

ロータリーの職業奉仕理念が完成し、ロータリアンの企業がそ

れを実践に移して活動しだした時期と、マフィアの勢力拡大の

時期が期せずして、一致したことは皮肉なことです。 

 2020～21年度 

国際ロータリー会長 
ホルガー・クナーク 

 
2020～21年度 

新潟ロータリークラブ会長 
 

高橋 秀松  

 
 

国際ロータリー 

2020～21 年度テーマ 

ロータリーは機会の扉を開く 



(3) 米山奨学生 チュウ シュンジェイさんへ奨学金  

贈呈・最終ご挨拶 

 

(4) １００％出席バッチの贈呈（藤倉勝明委員） 

小飯田澄雄君 11年  宇尾野 隆君 13年 

山田 隆一君 26年  得永 哲史君 37年 

本間  彊君 42年   

(5) 誕生日お祝い贈呈(９名) 

(6) 結婚記念日お祝いの紹介(１２名) 

(7) 高橋 康隆ゴルフ同好会会長報告 

２０２１年ゴルフコンペ実施要項をメールで配信致し

ました。年６回予定しております日程、コースのご案

内です。是非、お書きとめの上、大勢のご参加をお

待ちしております。 

(8) 各種ご寄付の発表 

ロータリー財団寄付発表(高橋 秀樹委員長) 

小林  悟君  

 

米山奨学会寄付発表(安藤 栄寿委員長) 

小林  悟君 宇尾野 隆君 

 

青少年育成基金寄付発表(武田 眞二委員) 

小林  悟君 本多  晃君 

武田 眞二君 本間  彊君 

津久井勝之君  

(9) ニコニコボックス紹介（小飯田 澄雄委員長） 

・塚田 正幸君 2月 20日㈯NST新潟総合テレビ午

後6時からのスマイルスタジアムという番組で弊社が

今年創業120周年という事で、製造工程や商品紹介、

試飲、他社とのコラボ商品など多岐にわたり放映さ

れました。お陰様で放映後かなりの反響がありまし

た。創業 120周年にとても素晴らしいプレゼントを頂

きました。NSTの酒井昌彦社長ありがとうございまし

た。 

・石本隆太郎君 最近メガネが合わなくなり、買い替

えを検討しておりましたが先週の人間ドックの視力

検査で右裸眼 1.2，左裸眼１.0 と診断され６０年ぶり

にメガネ無しの生活に戻りました。 

 

 

 

 

(10) ・仙石正和君へ米山功労者第３回マルチプル感謝

状伝達 

 

(11) 幹事報告（佐藤 邦栄） 

・理事会報告 ３月３０日（火）の定例会をオンライン

併催例会として開催すべく準備を致します。 

・４月１３日が観桜夜例会の予定でしたが、感染症拡

大防止の為、延期し４月２７日（イタリア軒）に変更致

します。 

会費は頂かずクラブ負担と致します。 

・４月１８日の地区大会は実参加とオンライン参加の

併催で、全員登録とし登録料はクラブ負担と致しま

す。 

・内山清 SAAが３月末で退会されます。後任の SAA

は荻原俊一さんに本日の理事会で決定致しました。 

・２月２日に開催された次年度理事会に於て、２０２１

～２２年度の 副会長は関川博信さんに、SAAは 

荻原俊一さんに決定致しました。 

・ロータリーレートが３月より１ドル 1０６円に変更にな

りました。 

 

 

(12) ３月２日例会の参加率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟ロータリークラブホームページアドレス 

http://www.niigatarc.jp/ 

 

会員数 算定対象者 出席者 参加率 

９０ ８８ ５８ ６５．９１ 

http://www.niigatarc.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月２日 理事会報告 出席者１０名 

 

１ 創立８０周年式典について 

山田実行委員長より、コロナ問題で延期できたが、5月18日イタリア軒で16時くらいから、80周年記念夜例

会を会員中心で、外部からなるべく呼ばない形で開催する方向であるとの報告があった。4月理事会に、実

行委員会の最終結果を踏まえて、上程させていただくこととなった。 

 

２ 例会の持ち方について 

書面例会をいつまで維持するかは、今後継続的に協議していく。オンライン例会の実施について、プログ

ラム委員会と協議しながら、3月30日にトライアルで開催することとする。開催については、オンラインと

リアルのハイブリッド例会の形とし、イタリア軒の設備が充分備わっているか事前に確認することとする。

   

 

３ 繰越金の取り扱いについて 

具体的対応として、①会費還元する②観桜会や80周年式典などの費用負担にあてる③社会奉仕活動やコロ

ナ関連に寄付する④クラブ基金に入れて次年度へ繰り越すなどがあるが、今後、①以外のやり方で取り扱

うこととする。 

 

４ 新年会、観桜会開催について 

新年会は中止とする。観桜会は、4月27日に夜例会としてイタリア軒で開催し、会費は無料とし、欠席者に

対する返還はしない。ただし、直近の状況で最終判断することとする。 

 

５ 地区大会の登録について 

4月18日新発田で開催される地区大会について、役職者以外はオンライン参加とする。全員登録とし、会費

2,000円は全額クラブ負担とする。 

 

６ 退会届について ＝ 承認 

・内山フォトスタジオ 内山 清君（３月末日付）→ SAA後任に、荻原俊一君 

・ダイダン㈱新潟支店長 麻生 博君（３月末日付） 

 

７ ３月のプログラム＝承認 

３月 ２日 卓話無し 

３月 ９日 ゲストスピーカー 

㈱新潟放送 ディレクター 坂井悠紀氏 

３月１６日 会員スピーチ 

清水建設㈱北陸支店新潟営業所所長 東海幸一君 

学校法人 神宮学院専務理事 栂坂昌春君 

３月２３日 会員スピーチ「大学は未来のための教育を行えるか 

新潟大学理事・副学長、医学部保健学科教授 坂本信君 

３月３０日（ハイブリッド例会）  

会員スピーチ 

東日本電信電話㈱理事新潟支店長 飯塚智君 

 

８ その他 

・職業奉仕委員会若槻委員長より、4月19日15時半～17時に、イタリア軒15Fゴンドリーナにおいて、

大西さん(みずほ銀行 ユニクロCFO)を講師としてお招きし、講演会を開催する。   

・青少年奉仕委員会仙石委員長より、寄付については、原則青少年の枠の範囲の中で行うが、コロナ

関連で別枠もうけて行う。 

 

 


