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新潟 RC １２月第１例会 (2012.12.4) №2971

(1) 「君が代」斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱
(2) 下岡 正八会長挨拶

はじめに、私が会長を拝命して６ケ月目に入ります。や
っと半分です。
ガンバ大阪・ヴィッセル神戸のなみなみならぬご協力
を持ちまして、アルビレックスの逆転残留、よかったで
す。
本年度７月に申し述べましたように、新潟ロータリーは
本厄・八方塞がり、私も同じ歳なので、事故が起こらない
ように活発な活動は控えていますが（自重）①職場見学
では新日鉄君津製鉄所②大谷正雄さん名誉会員認証
伝達式③野球同好会創設初優勝、全て初物です。
先日の挨拶で「人間は経験を記号化する種である」と
いいました。その記号化とは、最初に人はイメージとて
文字を連想すると思います。世界には 195 ケ国があり、
それぞれ国語を持っています。全てを話せる人はいま
せん。
元来文字は人工物で、特徴として、静止したものの表
現は得意ですが、動きを表現することは不得手です。言
語は、意味を持ちますが一義ではありません。これが、
言葉の限界です。
さて、自転車の乗り方、泳ぎ方を言葉だけで表現して
も、乗れたり、泳げるようになるのは難しいことです。もし
出来るなら、皆様はとっくにプロゴルファーになってなけ
ればなりません。人間は、頭で考えるように身体が動くと
信じているのですが、そのような理論は世界中どこにも
ありません。
私は歯科医です。歯科は外科です。我国では技術の
修得は、技術を理解することでよろしいといっているの
です。国立の歯学部は言語（学力）だけで入学できます。
手先が器用ならトレーニングを重ねることができますが、
不器用なら、日本の歯科界は将来疑問ですし、現在す
でに低いのです。技術の確かな臨床医と今年卒業した
歯科医と、治療費は同じなのです。

国立大学の問題はもう一つあります。医師になる学力
がない者が歯科医になるのです。最初から歯科医師は
医師と戦えないのです。
皆さんも、奥様やお子様の顔を言葉だけで相手に解
かる様に説明できますか？私はそれに挑戦しているの
です。だから、私の申していることが解からないのでは
なく、聴き手に推論・連想その上に経験が必要になるの
です。

(3) 米山奨学生 張文婷さん挨拶、奨学金伝達

(4) １００％出席表彰（松田 昭寿出席委員長発表）
井上 裕詞君

１年

山本 正治君

18 年

相澤 信介君 ２年

(5) 誕生日お祝い贈呈（ ７名）
(6) 結婚記念日お祝いの紹介（ ４名）

(7) 各種ご寄付の発表
米山奨学会寄付発表（武田 博之副委員長)
竹石 松次君

宮木 勢君

徳永 昭輝君
青少年育成基金寄付発表(匝瑳 繁夫副委員長)
本間

彊君

(8) ニコニコボックス紹介（横村 正一委員長）
・宮木 勢君 寄居中２年の愚息が「第１５回にいがた漫
画大賞」の準入選になりました。締切当日は家族総出で
手伝いまいた。息子の努力に敬意を表してニコニコで
す。
・樋熊 紀雄君 アルビレックスＪ１残留よかった。ＡＣＬめ
ざしてがんばれ。
・前川磐君、若杉武君、川﨑嘉朗君、鳥塚滋人君
アルビレックス新潟Ｊ１ 残留決定、奇跡は起きました！ニ
コニコです。
・本間 彊君 「新潟の食」のデモンストレーションでパリ、
ベルリンと行ってきました。忙しい旅でしたが充実してい
ました。ありがとうございました。
・小飯田 澄雄君 結婚記念日のお花ありがとうございま
した。早いもので３９年が経ちニコニコします。
・浜田 晃司君 遅ればせながら結婚記念の花ありがとう
ございました。家内に大変喜んでもらえました。昨年は申
請した日を間違えてトラブリましたが、今年はバッチリ訂
正出来てニコニコです。

(9) 幹事報告（宇尾野 隆幹事）
・2013 年リスボン世界大会の案内が届いております。
詳細、参加希望の方は事務局へお問い合わせ下さい。

(10) 年次総会開催(次ページ掲載)

(11) 本日の出席率 ７９．７７

％

(2 週間前メーク後 ８７．０６

％)

１２月１１日の例会予定
「ガバナー年度を振り返って」
石本隆太郎パストガバナー

新潟ロータリークラブ会員専用ホームページアド
レス
http://www.niigatarc.jp/memmber/
会員専用ページログイン情報
ユーザーID niigata
パスワード rcrcrc

１２月４日 理事会報告 出席者１０名

１ 年次総会の確認（指名委員会の報告）
宇尾野幹事より次々年度会長に高橋
秀樹さんが指名委員会で指名された
ことと次年度役員・理事の候補者案が
報告され承認された。
２ １２月１８日 ロータリー保育園訪
問について
ロータリー保育園のクリスマス訪問
が１２月１８日に例年通り、行われる予定
であることが報告され承認された。
３ 入会被推薦者審査
ダイダン㈱新潟支店支店長
順治氏の入会が承認された。

道端

４ 地区役員の大会登録料・旅費宿泊費補
助について
原則として地区の指示で県外の大会
に参加する場合は地区が費用の補助を
すべきであるので、地区に負担依頼す
る。
地区が負担できなければ、ケースバイ
ケースでクラブで協議する。
５ １２月のプログラム
１２月 ４日 年次総会
１２月１１日 「ガバナー年度を振り返っ
て」 石本隆太郎パストガバナー
１２月１８日 卓話
「フラダンスの魅力について」
Na Riko O Kealo Puakea 主宰
松井 宏美氏
１２月２５日 卓話
「グローバル化社会と日本企業」
新潟大学大学院技術経営研究科
特任教授
田中 亨氏

年次総会開催
議長：下岡 正八会長

２００５年～０６年

ポリオプラス小委員長、学友会委員

２００６年～０７年

ポリオプラス小委員、表彰審議委員

１）総会の成立＝会員数８８名のところ６７名の出席
で定足数を充足。
（宇尾野 隆幹事）

2007~08 年

２）下岡 正八議長議案説明

２００９年～１０年 R 財団学友会委員長

議案第１号「次年度会長の指名・選出」＝確認

２０１０年～１１年

R 財団委員、補助金委員、学友会委員長

議案第２号「次々年度(2014～2015 年度) 会長（次年度
会長エレクト) の選出」

２０１１年～１２年

RA 財団補助金委員長、財団担当幹事

議案第３号「次年度役員、理事の選出」 以上３議案

入会以来１００％出席会員

３）議案第１号「次年度会長の指名・選出」＝確認

マルチプルポールハリスフェロー

クラブ細則により、昨年の年次総会に於いて

１９９９年度財団奨学生

R 財団奨学金委員、学友会・ポリオプラス委員

２００８年～０９年 学友会・ポリオプラス委員長

２０１２年～１３年 R 財団補助金委員長

山本 正治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）山本 正治君挨拶
次期会長の指名をいただきました。今日１２月４
日は、私の６９歳の誕生日で、また１００％出席
１８年のバッジをいただきましたので、私にとって
は３重の喜びとなります。
昨年１２月次々期会長に指名された際、笑いのあ
る楽しい会にしたいと申し上げましたが、現在の気
持ちは楽しい会であることに加えて、例会はロータ
リーに拘ってみたいと思うようになりました。例え
ばなぜロータリーは鐘を鳴らすのか、なぜ歌を歌う
のか、なぜホテルで例会をするのか、なぜロータリ
ー年度は７月などです。疑問は尽きません。ロータ
リーに拘り、笑いを取ってみたいと思っています。
次々期会長に予定されている高橋秀樹さん同様に、
私はロータリー財団の奨学生であります。今こうし
ているのもロータリーのお陰です。恩返しのつもり
で精一杯頑張りますので宜しくお願いします。
５）議案第２号「次々年度会長（2014～2015 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高橋 康隆
指名委員長より報告

～全員拍手で承認～
６）次次年度会長 高橋 秀樹君挨拶
ロータリークラブのことについても、人生全般に
ついても大先輩にあたる方々ばかりのクラブで、こ
のようなご指名を受けましたことに大変驚き、身の
細る思いでおります。人材が豊かな新潟クラブです
から、辞退申し上げたほうが良いのではとも思いま
したが、ある方から「ロータリー財団奨学生として
お世話になったことのご恩返しだと思ってお引き受
けするように」と言われ、承諾いたしました。至ら
ない後輩を導くようなつもりで接して頂ければと思
います。今後、みなさま一人一人にお教えを乞うこ
とになるかと思いますので、どうかお見捨てなきよ
う、宜しくご指導のほどお願い申し上げます。
７）議案第３号「次年度役員、理事選出」
・高橋 康隆指名委員長=「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）下岡議長次年度の役員、理事の「当選」を宣言
９）閉会
２０１２～２０１３年度 理事・役員
役員･会長

山本 正治

役員･会長エレクト

高橋 秀樹

役員・副会長、クラブ奉仕Ｂ委員長

竹石 松次

役員・幹事

若槻 良宏

２００１年５月８日 新潟ロータリークラブ入会

役員･会計

宇尾野 隆

クラブ関係
２００２年～０３年
２００３年～０４年
２００５年～０６年
２００６年～０７年
２００７年～０８年
２００８年～０９年
２００９年～１０年
２０１１年～１２年

役員・S.A.A.

内山

役員・直前会長

下岡 正八

理事・クラブ奉仕 A 委員長

小山 楯夫

理事・職業奉仕委員長

細野 義彦

理事・社会奉仕委員長

小田

理事･国際奉仕委員長

小木 順一郎

理事・新世代奉仕委員長

塚田 正幸

理事・副幹事

安藤 栄寿

・高橋 康隆指名委員長＝「2014～2015 年度会長候
補」に高橋 秀樹君を全員一致で指名（推薦）され
たことを報告

「高橋 秀樹君 ロータリー略歴」

人間尊重共同奉仕委員長
IA 委員長
副幹事(役員)
幹事(役員)
会計（役員）
広報委員長
プログラム委員長
副 S.A.A.

地区役員
２００４年～０５年 R 財団委員

清

等

