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第 2,221 回
2021・12 月 23 日
本日の例会案内（12 月 23 日）
卓話 『越乃リュウのクリスマスプレゼント
for 新潟西ロータリークラブ』
元宝塚歌劇団月組組長 越乃リュウ 氏
第 2219 回
点 鐘
会長挨拶

2021 年 12 月 9 日例会報告

皆様こんにちは。私の商売にかかわっている
直近の経済情報をお話します。
まずは品薄かこれから手に入りにくくなるも
の情報です。
まずフッ素樹脂塗料に関わる品
物が既に手に入りません。
フッ素樹脂塗料は
広い分野に使用されており、私どもが扱う外
装建材の表面塗装や電子部品の表面塗料
など幅広い用途があるためポリエステル塗装
での代替えの対応となっています。
次にアドブルー液（尿素水）
も不足しそうな
気配で、お隣の韓国では既に輸入出来ずに
社会問題となっています。
このアドブルー液
は軽油を燃料とするディーゼル車などを動か
す際に必要な化合物で、
これが不足するとト
ラックなどの運送輸送業に多大な影響を及
ぼします。
まだ日本では深刻といえる状況ま
で至っていませんが今後注目です。
そして価格上昇も加速し鉄や木材が再々再
値上げとなっています。材料販売の各社はみ
な自社の努力も限界を超え再値上げの通達
が毎月のようにきています。
ちなみに今鉄くず
を捨てに行くと㎏あたり 40 円くらいで引き
取ってくれるので、2 ｔ車満載で行くと 5 万

円くらいになります。
ただの鉄くずが数万円で
すよ。
また、先週古町でボトルの響をいれたら
3 万円とられました。お酒の価格もずいぶん
上がっているのでびっくりしました。
政府はデフレ脱却のため物価上昇年率 2％
目標としていますが、
目標どころか簡単に 2％
を超えるとの報道もみられます。今後さらにあ
らためて世界情勢に左右される世の中にいる
と実感するのではないでしょうか。
この先も品
薄や物価上昇が続くと思われるので注意が
必要です。以上で挨拶とさせていただきます。
公共イメージ向上委員会

諏佐委員長

ロータリーの友 12 月号紹介
（毎月第二例会）
ニコニコ BOX 総計 226,000 円

卓話
『鳥屋野潟から生み出す地域ブランド』
株式会社 U・STYLE 代表取締役
鳥屋野潟マルシェプロデューサー
松浦 和美 氏
第 2219 回
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会員数
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40（38）名

出席者数

欠席者数

出席率

26 名

12 名

68.42％

メークアップを メークアップ後 メークアップ後
含む出席者
欠席者数
出席率

30 名

9名

76.92％

月出席率

第 2220 回
点 鐘
会長挨拶

2021 年 12 月 16 日例会報告

で挨拶とさせていただきます。

ビジター紹介 谷合副親睦委員長
皆様こんにちは。12 月はあっという間ですね。 渡邊武志君（新発田 RC）
今年もあと 2 週間で終わりですが、忘年会
ビジターへの謝辞 森田会長
や総会など少しずつではありますが開催され
親睦委員会 高木委員長
る会も増えているのではないでしょうか。
新年会のオークション来週から受付ます。
本日は前新潟市長の篠田昭さまにお越しい
国際奉仕委員会 馬場委員長
ただいております。篠田市長といえば何といっ
ペットボトルキャップを 1 月最終例会日
ても政令指定都市への移行やそれによる 8
までお持ち下さい。ポリオ絶滅に協力し
区割りへの変換など現在の新潟市の大きな
たい。
変革の時代の首長として、新潟市民には、 ニコニコボックス紹介 神林委員
いまだ記憶に新しいのではないでしょうか。 片野 勉君 篠田前市長をお迎えして、
私的には「田園型政令市」というキャッチフ
卓話楽しみにしています。
レーズがとても印象に残っています。やはり
馬場伸行君 このたび新潟県スポーツ協
新潟市は田園の風景と市街地が程よく入り
会よりスポーツ功労賞をいただきました
混じった感じが特徴ではないでしょうか。
のでニコニコします。
今日は新潟市民なら子どもの時に習うお米
ニコニコ BOX 総計 229,000 円
にまつわる話を少々復習したいと思います。
まず田んぼ 1 枚の大きさおおよそ 300 坪
幹事報告 小林幹事
1,000㎡ 18 ｍ× 55 ｍ 西クラブはゴルフす
る方が多いので 20 ヤード× 60 ヤードこっ ・来 週のクリスマス特別例会は、12：00
よりゲストの越乃リュウさんとともに食
ちがリアルでしょうか。
事に入ります。11：30 より登録開始し
この田んぼ 1 枚からとれる米は約 600㎏、
ますので遅れないようにお願いします。
現代の日本人が食べるお米の糧が年間 60㎏
～ 70㎏ですからひとり 1 枚ちょっとといった
卓話
感じです。また稲 1 株でだいたい茶碗 1 杯
『新潟の青空記者、篠田昭のつぶやき
だそうです。そして 1 枚の田んぼから獲れる
〜コロナ後の新潟』
お米の糧は約 600㎏で 1 俵 60㎏なので 10
前新潟市長 篠田 昭 氏
俵とれる計算になります。1 俵は 60㎏で昔
は米俵の 1 俵でしたが、現在は紙袋で 1 袋
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30㎏になっていますので紙袋 2 袋で 1 俵と
会員数
出席者数 欠席者数
出席率
12/16
するそうです。
40（38）名
23 名
15 名
60.53％
また米俵 1 俵 60㎏がなんで決められたかと
メークアップを メークアップ後 メークアップ後
月出席率
含む出席者
欠席者数
出席率
12/2
いうと昔は家族総出で農作業していたので、
28 名
10 名
73.68％
農作業に従事する女性が無理なくかついで
運べる重さが 60㎏なので 1 俵 60㎏になっ
たそうです。現在の男性でも担げない重さ
なのでびっくりですね。これも調べると靴が
関係しているようで、わらじから靴に移行し
ていくなかで足の指の筋力が弱り、生活習
慣も変わり足腰の筋力低下を招いた結果、
現代の日本人はもう昔のような強靭な足腰
ではなくなったそうです。
話はそれましたが、本日の卓話は「コロナ
後の新潟」と題して篠田さまより卓話をいた
だきます。後程よろしくお願いします。以上

