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国歌　「君が代」
ロータリーソング　「奉仕の理想」

1）富山 修一 会長挨拶
　4月のロータリーテーマは 「母子の健康月間」です。
またガバナー月信で2月24日開催の地区社会奉仕セミ
ナーの事を田鹿紀之さんが、3月10日Ｒ財団地区奨学生
候補者オリエンテーションの記事を斎藤秀明委員長が書
いていましたのでご覧下さい。
　昨日、私はスポンサークラブの新潟ＲＣへビジター訪
問して参りました。やはり他クラブへの訪問は参考にな
ります。皆さんも機会を作って行ってみて下さい。

2）本日のゲスト　
米山奨学生　タム，マオ  シェンさん

（カウンセラー　服部　正 君）

3）ビジター紹介（米山 光紀 君） 1 名
　塚田 正幸さん（新潟RC）

4）今週の花
　「マーガレット」花言葉：「信頼・誠実・真実の友情」

5）伝達
・米山奨学生　タム，マオ  シェンさんへ奨学金贈呈

6）100％出席バッジの贈呈（西潟 健徳 委員長）
五十嵐大吾 君 3年 2013年4月 3日
田鹿 紀之 君 4年 2013年4月 3日
本間 長市 君 8年 2010年4月21日
田中 雅史 君 18年 2000年4月 5日
渡辺 敏彦 君 37年 1981年4月 1日

7）誕生・結婚記念お祝い品の贈呈（高橋 秀彰 君）
　・誕生日

袖山 健一 君 4月　 3日
中村 大介 君 4月　13日
平塚 幸雄 君 4月　15日
大澤 博之 君 4月　17日
牧野　 繁 君 4月　22日
西脇 郁夫 君 4月　23日
木山　 光 君 4月　28日

・結婚記念日
古塩 　充 君＊はるみさん 4月　 1日
山岸 誠一 君＊順子さん 4月　 1日
長谷川久也 君＊たかねさん 4月　 2日
浅川　 進 君＊薫さん 4月　 8日
富山 修一 君＊樹代子さん 4月　10日
田中 雅史 君＊幸江さん 4月　13日
山本 和則 君＊秀子さん 4月　17日
甘田 量一 君＊薫子さん 4月　18日
金鞍 博樹 君＊優子さん 4月　23日
後藤 隆生 君＊直子さん 4月　29日
平塚 幸雄 君＊きみ子さん 4月　29日
片桐　 豊 君＊優美子さん 4月　29日
米山 光紀 君＊和子さん 4月　29日

8）特別結婚記念お祝い品の贈呈（高橋 秀彰 君）
甘田 量一 君＊薫子さん（銀婚式）

9）事業所創業記念お祝い品の贈呈（西潟 健徳 委員長）
片岡　 清 君 ㈲料亭一〆 M5年4月1日
濱田　 守 君 新潟醤油㈱ S21年4月8日



北川 栄資 君 ㈱丸北 S25年4月 1日
堀　 敬介 君 ㈱堀商店 割烹の宿 湖畔 S33年4月 1日
島村 健治 君 名鉄観光サービス㈱新潟支店 S36年4月 1日
大谷 勝彦 君 ㈱大谷 S41年4月20日
角南 邦彦 君 ㈱Ｓ・Ｕ建築設計 S45年4月 1日
風間 士郎 君 風間法律事務所 S46年4月 1日
本間 涼子 君 司法書士 長谷川英二事務所 S47年4月 2日
長谷川 均 君 長谷川均法律事務所 S50年4月 1日
森田 順一 君 ㈱モリタ装芸 S50年4月10日
堀江 英年 君 ㈱テレビ新潟放送網 S56年4月 1日
砂田 徹也 君 弁護士法人砂田徹也法律事務所 S58年4月11日
近　 久雄 君 ㈱カエツ工業新潟営業所 S59年4月 6日
田鹿 紀之 君 テンプスタッフフォーラム㈱ S63年4月23日
小山 淳一 君 ㈲小山生花店 H 1年4月 1日
古川 　章 君 新極真会新潟支部 古川道場 H 7年4月 2日
小島 正晴 君 社会保険労務士法人 こじま事務所 H12年4月20日
馬場　 工 君 ㈱新潟博報堂 H15年4月 1日
森　 邦雄 君 （公財）にいがた産業創造機構 H15年4月 1日
宮尾 益佳 君 宮尾歯科クリニック H19年4月 3日
土沼 広芳 君 ㈱土沼企画 H24年4月 1日

10）委員会報告
・ロータリー財団委員会（服部　正 委員長）

服部　 正 君  ポリオ＄20 （＄2,532）
五十嵐大吾 君 ＄20 ポリオ＄10 （＄4,090）
金鞍 博樹 君  ポリオ＄10 （＄6,382）
北川 栄資 君 ＄100 ポリオ＄10 （＄15,892）
宮尾 益佳 君 ＄50 ポリオ＄10 （＄2,570）

田中 雅史 君 ＄100  （＄7,572）
田村 淑文 君 ＄50  （＄2,150）
山岸 誠一 君 ＄100 ポリオ＄10 （＄6,562）
山本 和則 君 ＄100  （＄16,962）

・米山奨学委員会（五十嵐 大吾 委員長）
五十嵐大吾 君 ￥3,000 （￥176,000）
金鞍 博樹 君 ￥10,000 （￥779,000）
北川 栄資 君 ￥10,000 （￥1,691,000）
田村 淑文 君 ￥5,000 （￥205,000）
田中 雅史 君 ￥10,000 （￥821,500）
富山 修一 君 ￥10,000 （￥253,000）
山本 和則 君 ￥10,000 （￥1,411,500）

11）ニコニコボックス紹介（西潟 健徳 委員長）
塚田正幸君（新潟 RC）…昨日富山会長が新潟クラブ例
会にお越しになりました。会長とは同い年で青年会議所
でも長年一緒でした。
富山修一会長…塚田さん、昨日はありがとうございまし
た。やはり他クラブ訪問は勉強になりました。
甘田量一君…本日新入会員スピーチをさせて頂きまして
誠にありがとうございました。また、今月の結婚記念日
ではお祝いして頂き感謝です。

12）幹事報告（田村 淑文 幹事）
・4月のRI為替レートは1 ＄=104円です。
・ 4/7の新潟東RC60周年記念式典11：00 ANAホテルズ

で開催されます。参加の方はネームプレートを事務局
に渡してください。

・ 4/10の高崎クラブとの観桜合同例会参加の方でエクス
カーションからは9：50新潟駅タマ公前集合。例会か
ら参加される方は17：30高崎ビューホテル集合です。

　昨年の九月に新潟支店に来て半年が経ちました。私ども
アサヒビール㈱の前身である大阪麦酒会社は1889年、今
から129年前に出来ました。創業の2年後には吹田村醸造
所でビール造りを始めたということです。アサヒビールの
設立に大きく関わった外山脩造さんは新潟県人です。吹田
村醸造所のビール造りには佐渡出身の生田秀さんが貢献さ
れています。
　その後1900年に日本初の瓶入り生ビールを提供。1906
年には大日本麦

ビ ー ル
酒㈱という会社が設立されます。その後戦

争を挟み、1949年に朝日麦酒㈱と日本麦酒㈱という2社に
分割されます。朝日麦酒㈱の初代社長は山本為三郎でした。
その5年後に、竹鶴正孝さんのニッカウヰスキーという会
社に株を資本投下して、子会社化しました。竹鶴正孝さん
は山本為三郎とは旧知の仲だったそうで、子会社化はすん
なりいったようです。

　アサヒビールは日本
初というのが非常に好
きな会社で、缶入りの
ビールや、今では販売
し て お り ま せ ん が、
ビール券を1969年に
発 売、1971年 に は ア
ルミ缶のビールを発売しました。日本初というものが多
かったんですね。
　今でも飲食店での生ビール販売を続けていて、新潟でも
楽しめます。最近ではウイスキー、ワインや焼酎などいろ
いろなものを売っておりますが、100年以上生ビールを作
り続けている会社ですので、再度、生ビールにこだわって
やり直すかなと思っております。ぜひ応援頂ければなと思
います。ありがとうございました。

《新入会員スピーチ》　甘田 量一 君

会 員 数 算定対象者 出 席 者 出 席 率
105 101 83 82.18


