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(1)

「君が代」斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱

(2) 小林 敬直会長挨拶
7 月１7 日付の産経新聞の記事です。文部科学省所管の
統計数理研究所は１６日、５年ごとに実施している。「日本
人の国民性」全国調査の結果を公表した。経済の低迷が
続く中で「自信喪失」から抜け出せず、心のよりどころを模
索する傾向が強まっている。調査によると、最近２０年間
で「社会に対する悲観的な見方」が急速に浸透。バブル
崩壊後では４回目となる今回の調査でも、「自信喪失」
は続いている。「生活は貧しくなる」将来を悲観する人が５
７％を占め、若者層を中心に「いらいら」が募っているとい
う。今回の調査で目立ったのは、社会状況を反映して「い
らいら」を募せる若者が急増したこと。１カ月間に「いらい
ら」した人の割合が、２０～４０代で急増し、２０、３０代では
初めて６割を超えた。一方、家庭や職場での人間関係を
重視し、精神的な充足感を求める傾向も読み取れる。自
分にとって一番大切なものは、「家族」が最も多い４６％で、
５０年前（昭和３３年）の１２％の４倍に迫る。人間として大
切な道徳を２つ選ぶ質問では「親孝行」（７６％）や「恩返
し」（５７％）を挙げる人が多く、「個人の権利を尊重」（２
７％）や「自由を尊重」（３６％）に差を付けた。初めて質問
項目となった「生まれ変わりたい国」では７７％が日本と
回答。また、科学技術の水準が「非常によい」とする人が１
０年前の２４％から今回３５％に、芸術では７％から１３％
に伸び、経済以外の分野では「自信回復」の兆しも読み
取れる。
という記事の内容です。非常に考えさせられる内容でし
た。日本人としての国家観をこれからどう構築していくか
問われると思います。国家の尊厳、民族の自信をどうとり
もどすか、私達１人１人が問われているのだと思います。
皆様は、この結果をどうとらえられるでしょうか

(3) 一年交換学生 ステファノ君挨拶･お小遣い伝達

(4) 新会員の紹介
㈱丸新 専務取締役
関川 博信君
広報委員、出席委員
昭和３２年６月７日、酉年生まれの双子座、血液型はＢ
型です。趣味は、海釣りと週２回ほどのジョギングで汗
を流すことです。出身地は、昔は織物、ニット製品、近
年は里芋で少し名を馳せる五泉市です。現在も飽きも
せず、母、妻、そして大学生の長男、長女と老齢の雑
種犬（名はリック、オス、１４歳）ともども、五泉の地で暮
らしています。生まれて此の方、ふるさと五泉を離れ
ての生活は、大学時代の４年間だけで、入社後は、総
務、経理部門が比較的長い事もあり、活動範囲もいた
って限定的で狭く、職歴との因果関係はありませんが、
ややネクラ人間の趣ありと自己分析しています。
この度は、伝統ある新潟ロータリークラブへの入会を
ご許可いただき誠に有難うございます。事業経営や地
域社会のリーダーである大先輩の方々との交流の機
会を頂いたことに感激すると共に、緊張で身が引き締
まる想いで一杯です。
今日より、ロータリークラブの一員として、ロータリアン
の名に恥じないよう頑張りますのでご指導、ご鞭撻の
程宜しくお願い致します。
新潟青山法律事務所
代表弁護士
若槻 良宏
親睦委員、出席委員
このたびは、
伝統ある新潟ロータリークラブへの入
会を認めていただきありがとうございます。
心から
感謝申し上げます。
私は昭和４９年に新潟市で生まれました。
平成１２
年４月に弁護士登録（新潟県弁護士会所属）をし、
現在は、
同期の弁護士とともに新潟青山法律事務所

を経営しております。
また、
平成２０年１０月から、
新潟大学大学院実務法学研究科の准教授を拝命し、
学生の指導にあたっております。
主な指導科目は倒
産処理法です。解体清算ではなく、事業の価値を見
いだして再生させることが私の本懐です。
趣味は野球と山スキーです。また、歴史、特に日本
史に興味を持っております。
ロータリー活動は初めての経験ですが、今後、諸先
輩方との交流、親睦を通じて見識、徳を高め、クラ
ブの発展、地域社会の安定、発展に少しでも貢献で
きればと存じます。どうぞご指導、ご鞭撻をよろし
くお願い申し上げます。
(5) 幹事報告（石井 和弘幹事）
①例会終了後、新入会員 2 名オリエンテーションを「弥
彦」で開催
②2010 年国際ロータリー年次大会について
③12/22（火）ロータリー保育園の訪問、参加のお願いに
ついて
(6) 年次総会終了後 創立７０周年式典について

ガバナーノミニー候補選出について
２００９年１１月理事会に於て、２０１１－２０１
２年度、ガバナーノミニー候補者を新潟クラブより
輩出することが決議された。
候補者選定については、横山芳郎パストガバナー
を選考委員長に選任し、候補者選出を一任した。
これを受け、
横山選考委員長は候補者選考に入り、
２００９年１２月理事会に２０１１－２０１２年度
ガバナーノミニー候補者に石本隆太郎君を選任し推
薦した。
理事会はこれを受け、石本隆太郎君をガバナーノ
ミニー候補者として決定し、直ちに１２月１日例会
で発表し、新潟クラブメンバー全員の賛同を得た。
これを受け、石本隆太郎君はガバナーノミニー候
補者受諾の挨拶を行い、直ちに地区に上申した。

年次総会開催
議長：小林 敬直会長
１）
総会の成立＝会員数８６名のところ６７名の出
席で定足数を充足。
２）小林 敬直議長議案説明
議案第１号「次年度会長の指名・選出」＝確認
議案第２号「次々年度(2011～2012 年度) 会長
（次年度会長エレクト) の選出」
議案第３号「次年度役員、理事の選出」
以上３議案
３）議案第１号「次年度会長の指名・選出」＝確認

・小木順一郎指名委員長＝「2011～2012 年度
会長候補」
に佐藤 紳一君を全員一致で指名
（推薦）されたことを報告

「佐藤 紳一君 ロータリー略歴」
２００１年４月１０日
入会
２００２～０３年 役員、副幹事
２００３～０４年 役員、幹事
２００４～０５年 役員、会計
２００５～０６年 国際奉仕委員長
２００８～０９年 理事・新世代奉仕委員長
２００９～１０年 理事・新世代奉仕委員長
地区ＩＡ年次大会実行委員長

入会以来１００％出席

クラブ細則により、昨年の年次総会に於いて
樋熊 紀雄君を次年度会長に承認の確認
４）次年度会長（会長エレクト）樋熊 紀雄君挨拶
昨年会長ノミ二―に推薦されて早一年がたちました。
この間ロータリーの親睦会に参加することを楽しみに
した会員から、クラブ運営という大役をいただき関係
文を紐解きながらあせりの毎日であります。
2009-2010年度は、7月のインターアクト年次大会、ク
ラブ創立 70 周年、IM 大会と周年行事が目白押しで
ありますが、次年度では特になく正直「ホット」してい
る所です。
ロータリークラブは、その原点が職業分類という点で
会員が等しく平等の立場であるということにあり親睦と
友愛から職業奉仕へ社会奉仕・国際奉仕へと発展し
てきました。
例会など、クラブの運営につきましては今後会員の
皆様と話し合いながら進めてまいりたいと考えており
ますのでご協力の程よろしくお願い申し上げます。
次年度、例会には本来出席しなければならないので
すが、仕事の都合上第 4 週の例会には出席できませ
ん。このことをご理解していただきたいと存じます。
これからご提案されますように役員・理事の皆様に
は、ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いいたしま
す。次年度はこれまでと少し委員会のあり方を変更し
ます。それは新世代奉仕委員会をなくしたことです。
この新世代奉仕にありました特定分野を担当する委
員会を国際奉仕並びに、社会奉仕委員会に目的別
に分割しました。担当いただく理事の皆様には特定
分野の委員会を多く抱えることになりますのでよろし
くお願いいたします。
最後に、会長は、未熟でございます。会員の皆様の
温かい叱咤・激励をよろしくお願いしご挨拶といたし
ます。どうかよろしくお願い申し上げます。
５）議案第２号「次々年度会長（2011～2012 年度)
＝次年度会長エレクトの選出」
・クラブ細則により、指名委員会の結果を小木
順一郎指名委員長より報告

～全員拍手で承認～
６）次次年度会長 佐藤 紳一君挨拶
新潟ロータリークラブ次々年度（２０１１～２０１２年）
会長にご指名いただき、これをお受けいたしました。
浅学非才な私ですがよろしくお願いいたします。新
潟ロータリークラブ発展の為、尽力いたします。また、
メンバー皆様のご協力をお願い申し上げます。
私は頑張りません。頑張ると無理がきます。でもあき
らめません。私は汗を流すことを厭いません。
７）議案第３号「次年度役員、理事選出」
・小木 順一郎指名委員長=「役員候補者 6 名」
「理事候補者 6 名」全員一致で指名（推薦）
されたことを報告
～全員拍手で承認～
８）小林 敬直議長次年度の役員、理事の「当選」
を宣言
９）閉会

２０１０～２０１１年度 役員・理事
役員・会長
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