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＜点   鐘＞ 
 拍 手 
 
＜握手タイム＞ 

 

＜会長挨拶＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 皆様、おはようございます。 
本日は新潟県の高速交通体系についてお話を致しま 
す。新潟県においては現在、５本の高速道路（北陸 
道、関越道、磐越道、上信越道、日本海東北自動車 
道）と２本の新幹線（上越、北陸）が県内を走って 
おり、高速自動車道の供用延長は 441km で全国第 
２位であり、日本海東北自動車道が山形県境までつ 
ながれば隣県５県すべてと高速道でつながる事にな 
る。新幹線の供用延長は全国上位と思われるが、ち 
なみに駅の数は７つで全国１位である。とにかく早 
期にアドバンテージをもらった県といえる。高速交 
通体系は、物理的につながれば自動的に諸問題が解 
決するわけでなく、開通・全通はゴールではなく、 
スタートであると思う。これからどう活用していく 
か、何をどう活用していくかがポイントになる。表 
現を変えれば、如何に多彩なキャッシュフローを生 
みだして地域の経済や住民生活の豊かさにつなげて 
いけるかだと思われる。新潟県の持つ潜在力、即ち 
空港や港湾などの他のインフラと有機物につなげて 
活用することが重要と思われる。先の東日本大震災 
などの災害時にもこうした交通体系は活躍した。他 
地域から人や物が新潟県経由で被災地に届けられた。 
そして首都圏・北陸・関西・東北との結節点にある 
本県の特徴と価値を再認識する事になった。それぞ 
れの地域ともっと親密に多方向でつながり、お互い 

に役立つことでもっと新潟の拠点性は高まると思う 
し、他の地域からの信頼感も増やしていくのではな 
いだろうか。加えて海の向こうも含めた環日本海経 
済圏も控えている。国内外を有機的につなげて人と 
物、そして情報が活発に行き交う地域を作り上げる 
のが新潟の使命であり、全国に先行して交通体系 
が整備された意味なのだと考えられる。地方創生 
が求められるこれからの時代には、日本で１番高 
速交通体を有効活用している県と言われたいもの 
である。その為には何が必要か、産・学・官に止 
まらずに住民までもがそれぞれの立場でしっかり 
と考えて、着実に行動に移し結果をだしていかな 
ければならない。この３余年の歴史を振り返って 
「継続は力なのだ」と私達県民は大いに痛感すべ 
きではないだろうか。 
参考までに 
関越自動車道 １９８５年 全通 
北陸自動車道 １９８８年 全通 
磐越自動車道 １９９７年 全通 
上信越自動車道 １９９９年 全通 
日本海東北自動車道 ２００１年から延伸中 
上越新幹線 １９８２年 新潟・大宮駅間 開業 
      １９８５年 上野駅まで開業 
      １９９１年 東京駅まで開業 
北陸新幹線 ２０１５年３月金沢駅まで開業 
秋葉区にＪＲ駅が７ヶ所あるのをご存知ですか？ 
新津・さつき野・荻川・古津・矢代田・東新津 
新関駅と他には例がないと思います。こういった 
事が有効活用できればと思います。以上です。 
 

＜ゲ ス ト＞  
いらっしゃいません。 
 

＜ビ ジ タ ー＞  
いらっしゃいません。 

 
＜卓  上  花＞  
花   名／ フリージア（アヤメ科） 
原 産 地／ 南アフリカ 
生 産 地／ 千葉県館山市 
花  言  葉／ あどけなさ、純潔、親愛の情 

  
＜お 食 事＞  
 お食事をどうぞ！ 
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2015～2016 年度 

国際ロータリー会長 

K．Ｒ．ラビンドラン 

（スリランカ・コロンボ RC） 

世界へのプレゼントになろう 

「Be a gift to the world」 

 

 

2015～2016 年度 国際ロータリー第 2560 地区ガバナー 山 本 和 則：（新潟南 RC） 

            テーマ  「夢(gift)を明日へつなげよう」  



＜幹事報告＞ 

１、 三条北ロータリークラブ 

             会長 外山 晴一君 

立３０周年実行委員長 山中 正君 

  創立３０周年「感謝の集い」のご案内 

  開催日：平成２８年４月１６日（土） 

  場 所：ジオ・ワールド VIP グランドホール 

  受 付：10:30～11:30 

  式 典：11:30～13:00 

  休 憩：13:00～13:20 

  祝賀会：13:20～15:30 

  登録料：一人 15,000 円 

   

２、 三条北ロータリークラブ 

           米山 忠俊君 

「植木パストガバナーを囲む会」のご案内 

開催日：平成２８年４月１６日（土） 

  場 所：越後長野温泉嵐渓荘 

  時 間：17:30～ 

  会 費：一人 20,000 円 

   

３、 秋葉区青少年育成協議会 

             山田 道夫様 

  平成２８年度 

  秋葉区一斉クリーン作戦のご案内 

  期日：平成２８年４月１７日（日） 

 

＜委員会報告＞ 

 会員増強委員会 佐々木 健哉君より 

新入会員の紹介 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  大倉一志君 ㈱大倉建設 代表取締役 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 大倉君より自己紹介・ご挨拶を頂きました。 
 ご入会有難うございます。よろしくお願い致します。 
 
＜出席報告＞ 
  前回の訂正 訂正はありません。 
  本日の出席 会員 31 名中 20 名出席で 64.52％  

でした。 

＜プログラム＞ 
 本日の卓話は SAA 渡邊嘉子君による 
 職業奉仕月間でもあるので、職業奉仕についてと 
 四つのテスト 新しい解釈についての卓話でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ニコニコボックス  
◇大倉 一志君、入会ありがとうございます。 
 心より歓迎いたします。 
               会長 山田 道夫君 

幹事 齋藤 嘉昭君 
◇大倉 一志君、新入会、大変ありがとうございます。 
 大倉さんのお父様には建設関係の会合でお会いした 
 ことがありますが、一志さんには今日が初めてでご 
 ざいます。よろしくお願い致します。 
                  押味 弘一君 
◇大倉さん、入会ありがとうございます。 
 おめでとうございます。 

川﨑 松雄君 
◇今年もよろしくお願いいたします。 
 大倉さんの入会、感謝いたします。 

今井 重朗君 
◇会議の為、早退させて頂きます。 
 川名さん、私の好きな色よくご存じですね。 
 イエローとグリーンが好きなんです。 

赤井田 幸一君 
◇大倉 一志君の入会、心より歓迎いたします。 
 此れから宜しくお願いいたします。 
 入会に際し㈱大倉建設、大倉 五十男会長のロータ
リーに対し大変なご理解を頂いた事をご報告いたし
ます。 

佐々木 健哉君 
◇大倉さん、入会おめでとうございます。 
 これからよろしくお願いします。 

草野    満君 
◇大倉さん、ご入会ありがとうございます。 
 今日は真面目な話をしましたが、いつも真面目な訳
ではございません。楽しみましょう。 

渡邊 嘉子君 
◇大倉さん、入会おめでとうございます。 
 よろしくお願いいたします。 

保坂 勝志君 
◇大倉さん、入会ありがとうございます。 
 会社がお隣同士、これからも仲良くお願いします。 

望月  治君 
 

本日の合計 10,000円（累計 179,000円） 
 
＜点 鐘＞ 

 拍  手 


