
 

  

  

   

 

 

 

 

 

新潟 RC ３月第１例会 (2013.３.5) №2983 

 

(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 

 実は会長の挨拶について、毎回まとまりのないお話を行

ってきました。佐藤直前会長より、例会の挨拶を作ってお

けと言われ、作ったのですが今迄全く実行できなかったの

です。それは、私が大学で行ってきた「パワーポイント」を

使ってのお話を主体に作製したからです。 

 私が会長を拝命した際に、プログラム委員長小林敬直

氏・広報会報雑誌委員長川崎嘉郎氏との打ち合わせを行

いました。毎月の第一例会は卓話なしなので、この時間に

会長の話をということで決定いたしました。また、事務局と

の最終的打ち合わせで、パソコンは外部から借りるので１

回三万円ということです。私が毎回の挨拶に３万円では大

変なことになると思い込んで、実行しなかったのです。今

日、お話をイタリア軒と事務局と両方に聴いたところ、プロ

ジェクターはロータリーの財産でスクリーンと一緒で５千円

か無料とのことでした。 

 そこで残り少なくなりましたが、今後プロジェクターを使用

した挨拶を実行にうつしたいと思います。 

(3) 米山奨学生 張文婷さん挨拶 

奨学金、米山奨学会からの記念品伝達 

最後のご挨拶を次週週報に掲載致します。 

(4) 小田等カウンセラーへ米山奨学会感謝状伝達 

(5) 新会員の紹介 

 

 

 

 

 

 

２月１日付けの社内定期人事異動にて、前任支店長の小

林の後任として着任をいたしました遠藤克也です。この度、

歴史と伝統のある新潟ロータリークラブへ入会させていた

だくことになり誠にありがとうございます。 

新潟市内には、以前通算 17 年間に渡り勤務をした経験が

あり、この度８年振りに戻ってまいりました。 

新潟市は日本海側では唯一の政令指定都市であり、発展

著しい街ではありますが、更なる地域振興に少しでもお手

伝いができればと考えております。 

 ７年間新潟を離れておりましたので、ごはん（お米）の美

味しさに改めて驚いております。ただでさえメタボの体型で

ありますが、ますます酷くならないかと心配の毎日です。 

 ロータリー歴は、第 2550 地区の栃木県小山 RC に３年、

第 2620 地区の山梨県甲府 RC に４年間お世話になりまし

た。 

 好きな言葉は山本五十六の『男の修行』です。まだまだ

若輩者で修業中の身ですので、諸先輩方からのご指導、

宜しくお願い申し上げます。 

(6) １００％出席表彰（井上 裕詞出席委員発表） 

吉田 和弘君 1年  小飯田澄雄君 3年 

宇尾野 隆君 5年  山田 隆一君 18年

塚田 正幸君 21年  得永 哲史君 29年

本間  彊君 34年   

(7) 誕生日お祝い贈呈（ ８名） 

(8) 結婚記念日お祝いの紹介（１１名） 

(9) 相澤信介君より 

2013年4月1日より、新潟放送興業株式会社は『株式会社

BSN ウェーブ』へと社名を一新いたします。 

新潟市中央区万代 3-1-1  新潟日報ﾒﾃﾞｨｱｼｯﾌﾟ 13 階

 ☏278-3341 ＦＡＸ278-3941 

(10)  マルチプル・ポールハリス・フェローピン伝達 

・後藤司郎君（累計３０００ドルピン） 

・得永 哲史君（累計７０００ドルピン） 

(11) 委員会報告 

・高橋 秀松会計より半期決算報告 

・得永 哲史君へ次年度地区Ｒ財団委員会資金管理委員

長委嘱状伝達 

・小林 悟君へ次年度地区ロータリー地域協働ネットワーク

副センター長委嘱状伝達 
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・樋熊紀雄Ｒ財団委員長より第２回地区財団セミナー報告 

２０１３年２月１６日開催 

１．2012-13 年度Ｒ財団地区補助金支給承認通知書 

  プロジェクト名「交通遺児と家族のための事業（あしなが

事業）」 支給金額 US$1513（121,400 円 2012.10 レート） 

２． 寄付・資金の現状と今後の取り組み 

 年次寄付（1 人当たり）促進活動報告 別表の通り、寄付

額は地区 6 番  クラブ総計寄付額 1 番 

＊一人当たりではトップは難しいでしょうが、総計ではこの

まま一位をと思いますので引き続きご寄附のほどよろしく

お願いします。 

＃２国際ロータリー財団からの報告 

昨年度は、ロータリーとロータリー財団にとって大きな達成

の一年となりました。 

ポリオ撲滅においては、著しい進展があり、インドがポリオ

常在国のリストから除外されました。この歴史的達成により、

残る常在国は、アフガニスタン、ナイジェリア、パキスタンの

3 カ国のみとなりました。最後の道のりは困難なものですが、

ロータリアンと支援者の皆さまの懸命なご活動とご支援が

あれば、ロータリーは「ポリオのない世界」をもたらすことが

できると確信しております。 

＃３ 「なぎくんを救う会」より礼状の報告 

寄附総額 1 億 6500 万円、先ごろ米国コロンビア大学で心

臓移植を受けるためにチャーター便で出発 

(12) 各種ご寄付の発表 

ロータリー財団寄付発表(樋熊 紀雄委員長) 

相澤 信介君  樋熊 紀雄君 

米山奨学会寄付発表（武田 博之副委員長) 

相澤 信介君  徳山 啓聖君 

青少年育成基金寄付発表(柴田 史郎委員長) 

相澤 信介君  石川 治壱君 

(13) ニコニコボックス紹介（横山 芳郎委員） 

・遠藤 克也君 今日、入会させていただきます。どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

・本間  彊君 いろいろ、ありがとうございます。 

・佐藤 紳一君 3/3 素晴らしい結婚祝いをいただきありが

とうございます。3/3 という日程は祖母ちゃんが決めました。

ヒナ祭りならお前も忘れないだろうという事です。３０数年い

あまじゃあすっかりイヴ・モンタン、ニコニコよりカサカサの

方が似合います。 

(14) 幹事報告（宇尾野 隆幹事） 

・例会終了後、５階弥彦の間で新会員オリエンテーションを

開催いたします。 

・ロータリー世界平和フォーラム広島と京都の旅が５月１６

日～１９日３泊４日で開催されます。インターアクト、ロータ

ーアクト、ロータリアンの参加を募っています。詳細、参加

ご希望の方は事務局までご連絡願います。 

(15) 本日の出席率 ７７．６５  ％ 

(2週間前メーク後 ８４．３４  ％) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月１２日の例会予定 

会員スピーチ「時代と共に見る 損害保険と業界の歴史」 

日本興亜損害保険㈱新潟支店長 鈴木 孝佳君 

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/ 

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 

３月５日 理事会報告 出席者 １３名 

１ 青少年育成基金の贈呈先について 

新世代委員会の石川委員長から候補先について報

告がなされた。委員会で候補先を選定して、次回

以降の理事会に諮ることとする。 

基金の趣旨に則った贈呈先を選定する。 

２ 周年行事参加について 

・新潟中央ＲＣ２０周年４月６日（土） 

ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟 

１０名から１５名程度参加してほしいとの要請あ

り。登録料は１万５０００円。 

会員に案内をする。 

・新潟万代ＲＣ３０周年６月２日（日） 

ホテルオークラ新潟 詳細未定。詳細がわかり次

第、会員に案内をする。 

・白根ＲＣ５０周年 ５月１１日（土） 

白根学習館ラスペックホール 

登録料は１万５０００円。会員に案内をする。 

３ ３月のプログラム＝承認 

３月 ５日 第一例会 

３月１２日 会員スピーチ 

「時代と共に見る 損害保険と業界の歴史」  

日本興亜損害保険㈱新潟支店長 鈴木 孝佳君 

３月１９日 「ローターアクター週間に関する話」

高橋清文君、塚田正幸君 

３月２６日 卓話 新潟市副市長 若林孝氏 

４ その他 

 ・地区協議会のご案内ついて 

４月１３日に開催予定。ロイヤル胎内パークホ

テル。出席対象者：次年度会長、幹事、地区の

役員 ６名 委員長等 ７名 

登録料５，０００円（クラブから全額補助） 

懇親会８，０００円（クラブから２，０００円

を補助） 

 ・新潟オーティズムからの協力依頼の件 

 依頼文書を作成してもらい、会員に案内をする。

・ＰＥＴＳの報告 

山本正治次年度会長からＰＥＴＳ出席の報告がな

された。 

 


