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新潟 RC ４月第 ３例会 (2022.4.19) （Zoom 例会併催） №３４１０ 

 

(1) ロータリーソング「我等の生業」ピアノ演奏 

(2) 石橋 正利会長挨拶 

 16日(土)・17日(日)の両日、国際ロータリー第2560地区

の地区大会が開かれました。古町芸妓の踊りもございま

した。 

そして、大変貴重な記念講演をお二人の方からして頂き

ました。 

お一人目は、㈱ハードオフコーポレーション・代表取締役

会長の山本善政氏から、「私にとっての四つのテスト」とい

うテーマでご講演を頂きました。山本氏は、以前、ロータリ

アンであった時、「四つのテスト」をとても大切な指標と受

け取られ、「四つのテスト」の最後にある「みんなのために

なるかどうか」を経営理念として掲げられました。具体的

には、「1.社会のためになるか 2.お客様のためになるか 

3.社員・スタッフのためになるか 4.会社のためになるか」

です。企業として真に社会のお役に立つためには、4 条

件の優先順位を、1→2→3→4 とし、内 1 つでも欠けては

ならず、全てを満たす必要があると語られました。 

そして、経営者としての体験として、ハードオフコーポレ

ーションの前の会社であったサウンド北越が創業 20周年

を迎えた時、市場が激変し、倒産の危機まで落ち込んだ

こと、しかし、それが故に、中古品の買い取り販売への業

態転換が出来、今のハードオフコーポレーションに成長

したことを語られました。私たちも、「四つのテスト」を日々

の仕事の上で、活かして行きたいと感じた次第です。 

お二人目は、㈱船橋屋・代表取締役の渡辺雅司氏から、

「伝統と革新の幸せ経営術」というテーマでご講演を頂き

ました。渡辺氏は、現役のロータリアンであり、創業200年

以上の和菓子店の 8代目でいらっしゃいます。「頑張れ、

努力しろ」と尻を叩いて成果を出させる会社から、「幸せ

を感じてもらえる」会社にすることで、経常利益が 8 倍に

増え、学生エントリー数も、200 人から 17,000 人に増えた

そうです。入社したい学生が劇的に増えたということです。

びっくりです。会社として、社員の皆さんがビジョン実現

に向け、日々の仕事に幸せを感じられることで、お客様

に、社会に奉仕できる会社に革新して来られたそうです。

私たちも、リーダーとして見習いたいものです。 

最後に、次年度 11 月地区大会の実行委員長の本間彊さ

んが挨拶されました。 

では、超我の奉仕の実践者のモデルと言うべき野口石油

の野口義弘さんの映像をご覧ください。福岡東ロータリー

クラブの田村志朗さんからの紹介です。福岡県田川市立

中央中学校放送部が、NHK全国中学校放送コンテストで

最優秀賞受賞作品を取った映像です。少年期に地域の

人から受けた愛情を非行少年・少女たちに返そうと、見捨

てることなく、愛情を注ぎつづける野口さん。涙が止まりま

せん。どうでしたか。 

実は、野口さんの家は、貧しく、高校受験を断念し、世の

中を恨んだり、寂しさを感じる少年期だったのです。であ

るが故に、非行に走った少年たちの気持ちが分かるので

す。そして、食べる米さえ買えないほど貧しかった頃、地

域の人たちが支えてくれた、地域の人から受けた愛情こ

そ、今の野口さんの優しさの原点であります。私たちロー

タリアンも、国際的にも、身近な地域にも、恵まれない環

境にある人たちに愛情をもって奉仕することで、恵まれて

いることに感謝をして行きたいものです。 

(3) 新会員のご紹介 

 

 

 

 

この度、新潟ロータリークラブに新たに入会させていただ

きました五月女です。本年 4 月に新潟ロータリークラブの

前会員で事業創造大学院大学の仙石前学長の後を引き

継ぎ、学長に就任し、新潟ロータリークラブにも入会させ

ていただくことになりました。 

これまで、本学の学生ということだけではなく、私のゼミ生

もロータリー米山記念奨学生として、たいへんお世話に

なってきました。私自身は 2014 年に事業創造大学院大

学に着任し、今年で 9 年目を迎えたのですが、なにぶん、

不慣れなため多々ご迷惑をお掛けしてしまうのではない

かと懸念しております。皆さまのご指導を賜りながら、少し

でも新潟ロータリークラブのさらなる発展のために寄与で

きればと考えておりますので、何卒、よろしくお願い申し

上げます。 

 2021-22 年度 
国際ロータリー会長 
シェカール・メータ 

 
2021～22 年度 

新潟ロータリークラブ会長 
 

石橋 正利  

 

事業創造大学院大学 
学長 五月女政義君 
御紹介者 西澤 正豊君 

所属 プログラム委員会 



 

 

 

 

この度、新潟ロータリークラブへ入会いたします日本製鉄

（株）の北爪です。 本年 4 月に東京より新潟に赴任してま

いりました。自己紹介いたしますと、出身は埼玉県で、 社

会人になりましてからは、東京・北九州・大阪にて勤務して

まいりました。従いまして、 当地での生活は初めてとなり

ますので、本クラブでの活動を通じ、新潟の街、歴史、そし

て 文化を学び、一日も早く、当地の盛り上がりにお役に立

てるよう努めてまいります。 何卒、ご指南、ご鞭撻方よろし

くお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

セコム上信越（株）の福満純幸と申します。今回、伝統ある

新潟ロータリークラブに入会させて頂き誠にありがとうござ

いました。又、敦井様、高橋様のご推薦を頂けたこと感謝

申し上げます。私は鹿児島県の出身です。鹿児島玉龍高

校から福岡大学とラグビーに熱中し将来は教員か社会人リ

ーグの企業を目指しておりました。セコムがラグビー部を創

部するとのことで 1984 年に入社しました。前任の山中氏と

は同期入社で、同じ社員寮で生活し社会人のトップリーグ

を共に目指しておりました。トップリーグまで創部から 18 年

かかり、今はトップイーストリーグに加入しております。その

後は都道府県を跨ぐ異動が多く、今回の新潟への転勤で

１３県目となります。自宅が千葉県ですので単身赴任となり

ます。千葉は海浜幕張で幕張メッセやロッテマリーンズの

球場の付近で、土日は趣味のウォーキングで 10km以上妻

と歩いておりました。これから信濃川の堤防を歩いて運動

をしたいと思います。新潟での生活は初めてです。ご指導、

ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。 

(4) 委員会報告 

・高橋 秀松地区研修協議会実行委員長  いよいよ髙橋

秀樹ガバナー年度の地区研修・協議会が 5 月２１日新潟ロ

ータリークラブのホストで開催されます。 

今回の地区研修・協議会は、ホテルオークラ新潟におきま

して、第一地域ロータリーコーディネイターの菅原裕典氏

を講師にお招きし、200 名近くの方が参加されます。皆様

におかれましては、誠に恐縮ですが、当日設営のお手伝

い等を含めてご協力を、お願いいたします。後ほどご案内

が届きます、2560 地区の雰囲気、高橋年度の意気込み、

RIの方針を知る、絶好の機会ですので、是非出席ください

ますよう、お願い申しあげます。 

・小川潤也職業奉仕委員長より 

新潟 RC職業奉仕委員会主催講演会お知らせ 

日時 令和 4 年 4 月 21 日（木） 

受付 15 時 開始 15 時 30 分  終了 17 時 

会場 ホテルイタリア軒 3 階 「サンマルコ」 

講師 株式会社ブランクエスト代表 矢口 仁氏 

タイトル  「起業から企業へ そして事業承継–」 

プログラム 第一部 講演会 15 時 30 分～16 時 30 分  

第二部 質問会とトークセッション 16 時 30 分～17 時 

会  費  不要 

(5) 各種ご寄付の発表 

ロータリー財団寄付（ウクライナ使途指定）発表 

(東海幸一副委員長) 

石橋 正利君 白勢 仁士君 

本多  晃君  

青少年育成基金寄付発表(小飯田 澄雄委員長) 

本間  彊君 坂井 賢一君 

小飯田 澄雄君  

(6) ニコニコボックス紹介（東 善明委員） 

・矢部典男君 結婚記念日のお花ありがとうございました。

電話ごしの妻の声がニコニコしていました。 

・大澤強君 昨日、結婚記念日のお花をいただきました。

ありがとうございました。長く咲かせたいと思います。 

・坂井賢一君 結婚記念のお花ありがとうございました。 ４

０年になりました。感無量です。 

・山口和彦君 誕生日のお祝いありがとうございました。 

(7) 幹事報告（内山 博之幹事） 

例会終了後新会員オリエンテーションを４階「雪の間」で開

催致します。 

(8) 会員スピーチ「ZEBの取り組みについて」 

ダイダン㈱新潟支店長 柏木 春彦君 

(9) ４月１９日の例会参加率 

 

 

 

Zoom参加者 １２名 

 

４月２６日の例会予定 

卓話「トキエアの展望」 

トキエア㈱ 代表取締役 長谷川 政樹 氏 

 

＊ロータリー財団使途指定ウクライナ寄付に例会 

御出席者より５７,４７０円のご協力を頂きました。 

会員数 算定対象者 出席者 参加率 

８６ ８５ ６６ ７１．１２ 

日本製鉄㈱ 
新潟支店長 北爪彰人君 
御紹介者 小田 等君  
所属 米山奨学委員会 

セコム上信越㈱ 
代表取締役社長 福満純幸君 
御紹介者 敦井 栄一君 
所属 社会奉仕委員会 


