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第 2174 回　2020 年 11 月 19 日例会報告
点　鐘
会長挨拶　中村会長
みなさん、こんにちは。今日は、ボジョレー・ヌー
ヴォーの解禁日です。ボジョレー・ヌーヴォーは
販売し始めることができる日にちが決まっていま
す。それがいわゆる解禁日です。毎年 11 月の第
3 木曜日が解禁日です。1 つ気をつけておきたい
のが、3 週目の木曜日ではなく、3 回目の木曜日
ということです。これを間違えると 1 週間ズレて
しまうこともありますのでご注意ください。この
11 月 19 日の 0 時を回ると販売可能となります。
ボジョレー・ヌーヴォーの解禁日は、1984 年ま
では 11 月 15 日と決められていました。どうし
て第 3 木曜日に変更になったのでしょうか。それ
は曜日と関係があります。というのも、11 月 15
日というように日にちを指定してしまうと、その
日が土日になることもありますよね。11 月 15 日
が土日にあたるとワイン運搬業者がお休みになっ
てしまうため、解禁日にボジョレー・ヌーヴォー
が楽しめなくなってしまうのです。そこで、11
月 15 日ではなく、11 月の第 3 木曜日へ変更さ
れたのです。
ボジョレー・ヌーヴォーを探して「白ワインはな
いの？」と疑問に感じた方もいるでしょう。結論
からお伝えすると、ボジョレー地区のヌーヴォー
は赤ワインかロゼワインのみです。ただ、ボジョ
レー地区の隣にあるマコネ地区では白のヌー
ヴォーが造られています。名前はマコン・ヴィラー
ジュ・ヌーヴォー。シャルドネ種（白ブドウの品
種の 1 つ）から造られた新酒です。
解禁日ということで絡めてお話ししますと、文

部科学省と厚生労働省は 2020 年 11 月 17 日、
2020 年度大学等卒業予定者の就職内定状況調査

（10 月 1 日現在）の結果を公開しました。大学
生の就職内定率は、前年同期比 7.0 ポイント減の
69.8％。5 年ぶりに 70％を下回り、リーマン・
ショック後の2009年につぐ下落幅となりました。
解禁日は、戦後の復興期における好況と、朝鮮特
需による人手不足による採用早期化を背景として
制定されました。企業側は他企業よりも卒業予定
者の採用確保を急ぎ早期化となるが、学校側は学
生の学業専念が阻害されると主張しました。双方
の意見を調整し、1952 年に大学、日経連、文部省、
労働省を中心とする就職問題懇談会によって「就
職協定」という正式な協定を結ぶに至りました。
一方で就職協定を破って抜け駆けで優秀な学生を
採用する企業が続出し、このような抜け駆け採用
は「青田買い」と呼ばれました。就職協定違反の
発覚に対するペナルティとしては、1978 年から
協定違反に対する「注意」「勧告」「社名公表」な
どの制裁措置が設けられましたが、違反企業が新
聞で協定破りを公表される「社名公表」を超える
ペナルティはなく、就職協定破りは留まりを見せ
ませんでした。そして、1996 年に企業と大学・
短大の間の就職協定は廃止されました。
1997 年以降は企業側と学校側が独自の基準を策
定して行動することになりました。しかし倫理憲
章においても企業に対する強い制限を行う規定は
なく、2003 年の改定時に「卒業学年に達しない
学生に対して、面接など実質的な選考活動を行う
ことは厳に慎む」という一文が盛り込まれたのみ
で、実質的には就職協定の頃と変わらないどころ
か、年々就職活動は早まっており、以前であれば
就職活動は四年制大学であれば 4 年次の夏～秋か
ら始まっていましたが、今では 3 年次の冬から始
まるのが通例です。しかし、就職活動の早期化に
よる学業との両立の問題や、就職氷河期以降は大

本日の例会案内（12 月 3 日）
　　　　　　　　　　　　年次総会開催　



学が半ば大卒学歴という就職資格を得る場所と化
している現状に、近年では企業に採用活動の時期
を遅らせるよう提言する向きが大学側に見られ、
国会でもたびたび取り上げられています。
新卒一括採用をやめるという考え方があります。
大学を出たらすぐに正社員になれるということ
は、若者にとってはめちゃくちゃラッキーなこと
です。アメリカ、イギリス、フランスでは、無給
のインターンを繰り返して経験者になるまで正社
員になれません。職業訓練を給料をいただきなが
ら積めるシステムは、いまや日本の外資系企業で
も採用しています。大企業が就活を終わらせない
と中小企業の説明会に来てくれない現状もありま
す。新卒一括採用のいいところでもあると思いま
す。中途採用などもありますが、多様化している
社会に、人材採用の方法を考える時期かもしれま
せん。

ビジターへの謝辞　中村会長
伝達
第一回米山功労者　感謝状　鈴木賢一君
公共イメージ向上委員会　斎藤委員長
ロータリーの友　11 月号紹介（毎月第二例会）
ロータリー財団委員会　加地委員長
加地正樹君、青池秀夫君からそれぞれ＄100 いた
だきました。
ニコニコボックス紹介　小林委員
姉崎　健君　大野先生を囲むゴルフコンペ優勝し
ました！大野先生と一緒にプレー出来た事良い思
い出になりました。誕生日お祝いありがとうござ
いました。
鈴木賢一君　いい夫婦の日に結婚しておりました…

ニコニコ BOX 総計 166,000 円

卓話
　「いにしえとの邂逅〈商人伊藤文吉〉」
　　　一般社団法人北方文化博物館
　　　　　　　　　　専務理事　佐藤　隆男氏

第 2174 回　2020 年 11 月 19 日例会報告

11/19
会員数 出席者数 欠席者数 出席率
38（37）名 27名 10名 72.97％

10/29
メークアップを
含む出席者

メークアップ後
欠席者数

メークアップ後
出席率 月出席率

31名 5名 86.11％

第 2175 回　2020 年 11 月 26 日例会報告
点　鐘
会長挨拶　中村会長
みなさん、こんにちは。本日は地区から委員の推
薦を打診されている RYLA についてお話しいたし
ます。
ロータリー青少年指導者養成プログラム ( ＲＹＬ

Ａ ) は、年齢 14 ～ 30 歳の若者が集まり、リーダー
シップスキルと人格を養いながら、ロータリーに
ついて学ぶ集中研修プログラムです。 ＲＹＬＡ
は、セミナー、キャンバスワークショップなどの
形式が多く、通常、期間は 3 ～ 10 日間で、ロー
タリアンによる主催の下、クラス地区、多地区合
同のいずれかで行われます。地元のロータリー ･
クラブが参加者を推薦し、多くの場合、その参加
費用を負担します。選ばれた若者たちは、ＲＹＬ
Ａでさまざまな事柄を学び、多くの人々と接し、
地域社会で積極的に活動するリーダーと出会い、
貴重な情報とキャリアのスキルを学びながら、自
信を育んでいきます。R ＹＬＡは、地元地域やそ
の範囲を超えて活躍できる若き有望なリーダーを
指導する機会です。そこでのロータリアンの役割
は、職場や地域社会のリーダーとなる道を開くた
めに若者たちを導くことです。一方、ロータリー
地区にとっては、新たな活力とアイデアがもたら
され、社会奉仕プロジェクトへの支援が増えると
ともに、将来のロータリアンを育成できるという
恩恵があります。
1959 年にオーストラリアのクイーンズランドで
初めて実施されたＲＹＬＡは、ビクトリア王女の
訪問を記念して地元青年たちによって行われた祭
行事でした。以来、ＲＹＬＡは、青少年の可能性
を信じるロータリアンによって続けられ、次世代
のリーダーとなる青少年が、自己を発見し、スキ
ルを身につける機会となったのです。 1971 年に
国際ロータリーによって正式に採用されたこの活
気あふれるプログラムは、現在、世界中のロータ
リー・クラブと地区によって実施されています。
参加対象はそれぞれのイベントによって異なりま
す。リーダーシップの力を引き出すことを目的と
した中学生対象のイベントから、創造性のある問
題解決力を養う大学生対象のイベント、ビジネス
倫理について学ぶ若い社会人対象のイベントなど
があります。
以下は、各ＲＹＬＡに共通するプログラムの目標
です。
・ロータリーが青少年を尊重し、かつ青少年に関
　心抱いていることを明らかにすること。
・若者に実地訓練を体験させ、責任ある有能なボ
  ランティア青少年リーダーとなる方法を身に付
　けるよう激励、援助すること。
・青少年による青少年への絶えざる、力強い指導
　を奨励すること。
・青少年リーダーとして地域社会に尽くしている
　多数の青少年を公に表彰すること。
以上、RYLA についてお話をしましたが、我こそ
は青少年の育成に興味があるという方は申し出て
ください。

100％出席バッチの贈呈　片野出席委員
4 年　稲葉忠克君



伝達
米山奨学寄付　第 19 回米山功労クラブ　感謝状
ロータリー財団委員会　加地委員長
長谷川英郁君、後藤克洋君、大野康則君からそれ
ぞれ＄100 いただきました。

社会奉仕委員会　高木副委員長
天使園からのお礼のお手紙について

新潟天使園から御礼状が届きました。
2020 年度の社会奉仕活動・青少年奉仕活動を行っ
た新潟市西区の児童養護施設・新潟天使園から心
のこもったお礼状が届きました。
お礼状には、清掃活動のお礼やチューリップの球
根を植えたことが楽しかったという感想などが書
かれていて、手書きの絵や色紙を使った花で飾ら
れていました。
いただいたお礼状を励みに、新潟西ロータリーク
ラブはこれからも活動してまいります。
新潟天使園の皆様、ありがとうございました。

第2,176回(Ⅱ)

幹事報告　今野幹事
本日例会終了後、定例理事会を 4F「コンチネン
タル」において開催

卓話にかえて
　「10月22日佐藤ガバナーOnline公式訪問！
　ガバナー講話を聴く」

第 2175 回　2020 年 11 月 26 日例会報告

11/26
会員数 出席者数 欠席者数 出席率
38（36）名 24名 12名 66.68％

11/12
メークアップを
含む出席者

メークアップ後
欠席者数

メークアップ後
出席率 月出席率

32名 4名 88.89％


