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２０１７年１月第３例会 

 

＜点   鐘＞ 
 拍 手 

 
＜握手タイム＞ 
 

＜会長挨拶＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 皆様こんにちは、1月第 3例会でございます､このと
ころの寒波で日常生活におかれましては、それぞれの
職場環境で大いに苦労されている事と察知申し上げま
す。本日は事業創造大学院大学より鈴木広樹教授をお
招きいたしました、教授足元の大変悪い所ようこそ新
津中央ＲＣへお越しいただき大変ありがとうございま
す。当クラブ米山記念奨学生、グェン、テイ、トゥイ、
リンさんの担当教授とお聞きしております。 
後程、専門であられる企業倫理論株式投資論等お聞か
せいただきたいと思います。 
さてこのところの世界情勢は、アメリカでは自国の

前政権の政策を全否定する様なトランプ大統領が誕生
し、アメリカ第一を掲げ、超過激発言を連発し、日本
ぱかりでなく国際情勢に多大な影響を与えております。
今後の動向に私たちも注視するところです。 
わたしは去年大きく良い方向に動き出したかとかと

思えた日韓関係が後戻り、又全然動きが見えない北朝
鮮の拉致問題等、今年は良い方向にいくのでしようか。
正月に佩彦神社を参拝した時に、街頭署名してきた時
の大潭昭一さんのなんとも寂しいお顔が忘れられませ
ん。 
今月は職業奉仕月間です。(＊2015-16年度から 1月

に移行)職業奉仕月間はクラブが職業奉仕の理念を、
日々、実践することを強調するための月間です。ロー

タリーでは５大奉仕部門がありますが、特に職業奉仕
は、事業及び専門職種遂行において、ロータリー理念
に従って自分自身を律し、事業を行うこと。そして自
己の職業上の手腕を社会に役だてるためのプロジェク
トですから、今日お話し戴く、企業倫理もまさに法の
精神、社会良識等、コンプライアンスを重視した経営
を行うことは、ロータリーの精神に通ずるところでは
ないでしょうか。最近では電通の法を逸脱した労働環
境が問題になりました。今日の演題は、どんな話に踏
み込んで聞かせて戴けるのか楽しみです。はなはだ簡
単ではございますが、ご挨拶とさせていただきます、
有難うございました。 
 
＜ゲ ス ト＞  
 事業創造大学院大学教授 鈴木 広樹様 

  

＜米山奨学生＞  

グエン・ティ・トゥイ・リンさん 

  

＜ビ ジ タ ー＞  

 いらっしゃいません。 

  

＜卓 上 花＞  

花   名／ロウバイ 

原 産 地／中国 

生 産 地／秋葉区 

花  言  葉／慈愛 

 
＜お食事＞ 
 お食事をどうぞ！ 

 

＜幹事報告＞ 

 １．国際ロータリー第 2560地区 
     ガバナー        田中 政春君 

第７分区ガバナー補佐  佐藤 明臣君 
地区幹事        小林 敏夫君 
地区副幹事       猪貝 克浩君 
地区財務委員      相田東洋雄君 
地区副財務委員     渡辺 雅志君 

 

 

 

 

国際ﾘｰﾀﾘｰ第 2560 地区 新津中央ロータリークラブ 

創 立：1978 年 10 月 2 日 

事務所：新潟県新潟市秋葉区新津本町 3 丁目 1 番 7 号 

    新津商工会議所内 ℡22－0121 fax 25－2332 

例会場：新潟県新潟市秋葉区新津本町 2 丁目 7 番 10 号 

一楽 ℡22－3155 

例会日：毎週火曜日 12:30～13:30 

会  長：押 味 弘 一  

幹 事：川 名 一 弘   ｸﾗﾌﾞ会報委員長：坂爪  慶 

2016～2017 年度 

国際ロータリー会長 

ジョンＦ．ジャーム 

(米国 CHATTANOOGAＲＣ） 

人類に奉仕するロータリー 

ＲＯＴＡＲＹ  

ＳＥＲＶＩＮＧ 

ＨＵＭＡＮＩＴＹ 

 

2016～2017 年度 国際ロータリー第 2560 地区ガバナー 田 中 政 春：（長岡西 RC） 

 テーマ  「基本を学び、地域と共に」 



糸魚川大火について(第２報) 
 
先日糸魚川大火に伴う義援金のお願いをいたしま
したが、その後 12月 27日に田中 政春・小林 敏
夫・相田 東洋雄の 3名で糸魚川ロータリー、糸
魚川中央ロータリークラブの両会長・幹事様はじ
め関係者のみなさんをお見舞いしてまいりました。 
その席で、糸魚川大火については当面地区ガバナ
ー、第 7分区地区ガバナー補佐、地区幹事、地区
副幹事、地区財務委員の、地区副財務委員の 6名
で対応する事に致しました。以上最近の経緯につ
き御報告致します。 

  
２．新潟北ロータリークラブ 
           会 長   小林 達君 

創立 40周年記念大会 
           実行委員長 渡部 透君 
 
  創立 40周年記念式典のご案内 
  
  日時：平成 29年５月 20日（土） 
     登録受付  10時 00分 ～ 

 記念式典  11時 00分 ～ 
     祝賀会   12時 45分 ～ 
 

会場：ANAクラウンプラザホテル新潟  
3階 飛翔 
新潟市中央区万代 5-11-20 
TEL  025-245-3331 

 
  登録料：会員 15,000円 ご家族 10,000円 
 
  申し込み期限：平成 29年 2月 28日 
 
  尚、恐れ入りますが、ご出席の方々の名札を 

ご持参いただきます様お願致します。 
 
３．株式会社 オクトン様 
 
  例会場掲示幕発売のお知らせ 
 
  2017-18年度国際ロータリーのテーマ掲示幕を発 

売いたします。 
次年度も例年通り２つのサイズをご用意いたしま 
した。尚、この商品に関しましては送料をサービ 
スさせていただいております。 

 
４．秋葉区青少年育成協議会 

会長  山田 道夫様 
 

  平成 29年度 秋葉区一斉クリーン作戦事業につ
いて（共催依頼） 

 
1. 日時：平成 29年 4月 16日（日） 
2. その他 

    （ご了承をいただけない場合は、お手数です   
     が平成 29年 1月末日までに担当者へご連絡 
     をお願い致します。） 

 
＜委員会報告＞ 
 ございませんでした。 

 

＜出席報告＞ 

 前回の訂正 欠席者 11 名中 3 名メーキャップ 

               の為 71.43％に訂正。 

本日の出席 会員 28 名中 21 名出席で 
75.00％でした。 

 

＜プログラム＞ 

 出席委員長、米山奨学生カウンセラー 小川 信正  

 君の御紹介により事業創造大学院大学教授    
鈴木 広樹様から「企業倫理と株式投資」に関して
の卓話をしていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス  

・新町ごりやく一座正月講演に坂爪 慶さんとともに出

演しました。女装姿の坂爪さんに、あやうくホレて

しまうところでした。病みつきになりそうです！ 

                目黒 正文君 

 

・事業創造大学院大学の鈴木広樹先生、今日はお忙し

いところ卓話を頂きありがとうございます。企業統

治、内部統制について、企業の不正防止をどうする

のか？非常に興味があります。ＥＳＧ投資は初めて

聞きました。 

                 小川 信正君 

    本日の合計 2,000 円 （累計 152,600円） 

 

＜点 鐘＞  

 拍  手 


