
 

  

  

   

 

 

 

 

 

新潟 RC １２月第１例会 (2011.12.6) №2924 

 

(1) 「君が代」斉唱  

ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

(2) 新潟ロータリークラブ１９７１～７２年度会長、

１９８４～８５年度ガバナー 渡辺厳一さんが、１１月

１０日にご逝去されました。謹んでご冥福をお祈り申し

上げます。   ～黙祷～ 

 

(3) 佐藤 紳一会長挨拶 

今年もカレンダーは残り１枚となり、早いものだと感じるこの

ごろです。寒さが増すのはこれからだと思いますが、寒い

話と温かな話です。 

 １１月２７日に閉幕した大学・高校野球明治神宮大会で残

念なことがありました。審判の判定に選手が抗議する光景

が何度か見られたと記事にありました。メンバーの皆さんも

よく知っておられると思いますが、審判員の判定は絶対で

異議を唱えることは許されないのであります。監督や部長

が選手を止めなかったのは残念であり、ルールを勉強し守

ることの大切さを教えなければいけないのに、一緒に興奮

していては話しにならないのである。そんな中、愛知学院

の田中選手は決勝戦で惜敗したあと、同点スクイズを決め

たと思ったらファールと判定された。選手は平等ですしそう

いうこともあるのが野球です。潔く来年の雪辱を誓った姿に

救われる思いがしたと、記事にありました。スポーツマンの

心、日本人の心、すがすがしく温かい思いがしました。 

 野球ついでに福島県郡山市で発足した少年野球チーム

の総監督に就任した牛島和彦氏（浪商・中日ドラゴンズ）は

東日本大震災の復興支援に尽力すると語り、約３００人集

まった野球教室で指導にあたった。 

 クリスマスが近づいてくると毎年、提唱者オノ・ヨーコによ

る「ジョン・レノン、スーパーライブ」が１２月８日（木）日本武

道館で開催されます。売上の中から、アジア・アフリカ・中

南米で小学校建設費にあてられ、今年はそれに加えて東

日本大震災で両親を失った子供を支援します。これも温か

な話です。 

 今日年次総会が行われます。ご協力お願いします。 

 

(4) 米山奨学生挨拶、奨学金伝達 

張 文婷さん 

 

(5) 委員会報告 

・細野社会奉仕委員長よりNHK歳末助け合い募金

のお願いがあった。 

出席会員より６７、７０２円の御協力を頂き、西

原譲一NHK新潟支局長に贈呈。 

(6) 幹事報告（高橋 秀松幹事） 

 ・多賀城ロータリークラブよりお礼状と DVD を頂き、

ました。 

  多賀城 RC 会長 加藤 千明 

この度は、貴クラブ青少年育成基金から多大なるお見

舞金を頂戴致しまして、誠に有難うございました。早

速１１月１０日（木）の例会場にて支援しておりますボ

ーイスカウト多賀城第２団へ全額贈呈させて頂きまし

た。貴ロータリークラブの皆様のご厚意に会員一同深

く感謝しております。現在 多賀城市内は民家の解体

がだいぶ進んでまいりまして、空き地が多く目立つよう

になりました。倒れた信号機も各地からの応援の警察

官の手信号から新しい機種に付け替えられ一歩一歩

復興の兆しが見え始めております。当クラブも来春創

立４０周年を迎えます。記念事業の一環として“結”ス

イセンプロジェクトを輿し被災地にスイセンと日本三大

桜を植栽する活動に取り組んでおります。来春 多賀

城市内各地に日本スイセンが復興のあかしとして見

事に咲き誇ります様願っているところです。 

（注 お礼状には青少年育成基金よりとありましたが、

正しくは新潟クラブ会員各位、海外クラブからの義援

金の中からのお見舞金です。） 

 

 

 

2011～2012 年度 
国際ロータリー会長 

カルヤン・バネルジー 

2011～2012 年度
新潟ロータリー会長 

佐 藤 紳 一 

 
心の中をみつめよう 

   博愛を広げるために 

2011～12 年度 国際ロータリーのテーマ  



 

１２月１３日の例会予定 

家族月間に因むお話  

鈴木 滋弥副会長 

 

 

ホームページを更新致しました！ 

新潟ロータリークラブ ホームページアドレス 

http://www.niigatarc.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
１２月６日 理事会報告 出席者 1０名 

 
１ 年次総会の確認  
田中賢一さんより次年度エレクト選考経過報

告、下岡会長エレクトより次年度に向けたご挨

拶、役員の説明 
２ タイの水害、トルコ大地震の義援金につい

て 
ガバナー事務所よりタイの水害に対する義援金

の受付の案内が届いているが対応をどうする

か。その他に、ＮＨＫの歳末助け合い募金、ト

ルコ大地震の義援金対応をどうするか。 
①ＮＨＫ歳末助け合い募金 １２月 ６日の例

会で募金箱を回して寄付を募る。 
②タイの水害義援金    １２月１３日の例

会で募金箱を回して寄付を募る。 
③トルコ大地震      再検討 
３ いわき内郷ロータリークラブより食品放射

能測定システム購入費用を２５６０地区（新潟）

マッチング依頼について 
上記システム購入費５７０万円のうち８０万円

を地区の方に援助の依頼があったが、地区では

対応できないので新潟市内７クラブで検討して

もらいたという依頼があった。 
当クラブでは、東北１２クラブに寄付した義援

金が８万円残っている。 
１２月１４日（木）に新潟市内７クラブの会長・

幹事会議があるのでその内容を踏まえて再検討

する。 
４ 入会被推薦者審査＝承認 
  ㈱J リスクマネージメント  

代表 内田 直紀 君 
５ １２月のプログラム（１２月＝家族月間） 
１２月 ６日 年次総会 
１２月１３日 家族月間に因むお話  

鈴木 滋弥副会長 
１２月２０日 石本隆太郎ガバナー公式訪問 

（慰労夜例会） 
１２月２７日は規定休会 
６ その他 
・来年の地区大会の組織図検討 
樋熊実行委員長より地区大会の組織図と役割分

担表の概要が提示された。会場のホテル利用に

よりスムーズな運営を目指す旨お話がある。人

事は、一部未定の部分もあり役割分担などの詳

しい説明も含めて次回理事会で提出、説明する。

 



年次総会開催 

議長：佐藤 紳一会長 

１）総会の成立＝会員数８７名のところ７０名の出席

で定足数を充足。（高橋 秀松幹事） 

２）佐藤 紳一議長議案説明 

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(2013～2014 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 

クラブ細則により、昨年の年次総会に於いて 

下岡 正八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）下岡 正八君挨拶 

新潟ロータリークラブ次年度（2012~13 年）会長に指

名されました下岡正八です。私は半世紀にわたり歯科

医学の教育に不惜身命の心構えで勤め、昨年８月 70
歳で退職しました。現在は、父が築いた実家の丹後縮

緬問屋株式会社丸丹商店を清算（廃業）するために、

代表取締役に再就任し粛々と歩んでいます。私は父の、

正しき者は最後の勝利者、という教えの一つに従って

生きています。私のような性格の人間には、現代社会

は住みにくいと思っています。しかし、ロータリーの

４つのテストに出会って、自身の生き方を反省し、ロ

ータリーのために可惜身命の精神で努力してまいる

所存です。もちろんこのようなきびしい社会状況の中

で伝統ある新潟ロータリーを発展させることは,一人

ではできません。どうか皆様の絶大なるご支援とご協

力を、よろしくお願い申しあげます。  

５）議案第２号「次々年度会長（2013～2014 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田中堅一郎

指名委員長より報告 

・田中堅一郎指名委員長＝「2013～2014 年度会長候

補」に山本 正治君を全員一致で指名（推薦）され

たことを報告 

「山本 正治君 ロータリー略歴」 

１９８４年８月２１日 入会  
２０００年１１月３０日退会 
２０１０年１２月７日 再入会 
１９８５～８６年 ＲＡ委員長 
１９８６～８７年 保健委員長 
１９８７～８８年 高齢者問題委員長 
１９８８～８９年 副ＳＡＡ 
１９８９～９０年 理事 社会奉仕委員長 
１９９０～９１年 理事 青少年奉仕委員長 
１９９１～９２年 環境保全委員長 
１９９５～９６年 環境保全委員長 
１９９７～９８年 米山奨学委員長 
２０００～０１年 人間尊重・協同奉仕委員長 

地区役員 
１９９０～９１年 財団推進・財団学友・財団情報委員長 

１９９５～９６年 財団推進・学友会委員 
１９９６～９７年 国際奉仕委員長 

ベネファクター 

マルチプルポールハリスフェロー 

米山功労者 

～全員拍手で承認～ 

６）次次年度会長 山本 正治君挨拶 

私はいま複雑な心境です。先ほどいただいた通算

17 年目の 100％出席バッジや誕生日プレゼントで

は心から「ありがとう」とお礼を申し上げたいと思

いますが、指名を受けるに当たり「ありがとう」と

は決して言えません。しかし私の性格から、お引き

受けするからにはベストを尽くしてみたい気持ち

でいっぱいです。来年のことを言うと鬼が笑います

が、ましてや再来年のことはどうなるか分かりませ

ん。いまほど司会の行き違いで会場から笑いが起こ

りましたが、笑いは健康に良いと確信していますの

で、「笑い」や「楽しいロータリー」をキーワード

に頑張ってみたいと思っています。これからなにと

ぞ宜しくお願いします。 

７）議案第３号「次年度役員、理事選出」 

・田中堅一郎指名委員長=「役員候補者７名」「理

事候補者 6 名」を全員一致で指名（推薦）された

ことを報告 

～全員拍手で承認～ 

８）佐藤 紳一議長次年度の役員、理事の「当選」

を宣言 

９）閉会 
 

２０１２～２０１３年度 理事・役員 
 
 
 

 

役員･会長 下岡 正八 

役員･会長エレクト 山本 正治 

役員・副会長、クラブ奉仕 A 委員長 福地 利明 

役員・幹事 宇尾野 隆 

役員･会計 高橋 秀松 

役員・S.A.A. 小林  悟 

役員・直前会長 佐藤 紳一 

理事・クラブ奉仕 B 委員長 笠井  明 

理事・職業奉仕委員長 山田 隆一 

理事・社会奉仕委員長 得永 哲史 

理事･国際奉仕委員長 田村貫次郎 

理事・新世代奉仕委員長 石川 治壱 

理事・副幹事 若槻 良宏 


