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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) 山本 正治会長挨拶
この度、会長のご指名を受けました。これから初心に帰って頑
張りますので、なにとぞよろしくお願いします。会長になる日を
迎えるまで約 1 年半の猶予がありました。その間、私は何をし
ていたかと言いますと、会長挨拶文を 50 本ほど書いていまし
た。そしてこの度、一冊の本として刊行しました。書名は『ロー
タリーこぼれ話』です。アマゾンでも検索可能ですし、新潟県
内の主要書店でもご覧いただけます。今日は、その中から 2
点ほど、話題を選びました。１点目は、「会長マニフェスト」、2
点目は、「第 2 世紀ロータリーの樹」です。
１．「会長マニフェスト」について
ロータリー活動で日ごろ気になっていることを挙げてみました。
１点目は、皆さまは高額な会費に見合う満足感を得ているか
どうかです。２点目は、新潟ロータリークラブは歴史と伝統があ
るクラブですが、歴史と伝統に圧倒されずにいるかどうかです。
私は肩の力を抜いて笑ってすごしたいと思っています。３点
目は、ロータリーを楽しんでおられるかどうかです。
このような日ごろ気になっていることを基に、私は会長として３
つのマニフェストを掲げてみました。１点目は、ロータリー活動
の原点に戻ることです。２点目は、会員の方々にもっと笑って
いただきたいことです。３点目は、会員相互の親睦をさらに深
めたいことです。この３点について具体的なアクションプラン
を挙げてみました。
ロータリー活動の原点は職業奉仕にあります。そこで会長挨
拶も、職業奉仕を基本とした上で奉仕活動全般の話題に拘り
たいと思っています。特に会長はクラブ奉仕の代表者ですの
で、率先してやらせていただきます。さらに聞いて楽しい内容
であること、少なくとも１週間程度は皆さまの記憶に残る内容
になるよう努力します。
“笑い”は百薬の長です。私は会長として、例会中に少なくとも
１回は皆さまに笑ってもらいたいと願っています。
会員相互の親睦については、野球、ゴルフなどの趣味の活動
をさらに広げたいと思っています。また飲み会は会員相互の
親睦を深めます。私は体質的にアルコールに弱いのですが、
雰囲気は好きです。“下戸のアル中”と自称しております。この
点でも何かお役に立ちたいと思っています。

マニフェストの最終評価は、「会員増強」でお願いします。マ
ニフェスト達成のためにも、私の任期中だけでも絶対やめな
いで欲しいとお願いします。さらに新しい会員を連れてきてい
ただければ幸甚に存じます。そのためには、楽しい奉仕活動、
笑いのある例会、会員同士の親睦を心がけたいと思います。
これから１年間、なにとぞよろしくお願いします。
２．「第 2 世紀ロータリーの樹」について

まずは図を紹介します。私のオリジナルです。大地の部分に
クラブ奉仕、職業奉仕を置き、幹は奉仕の理想で成り立って
います。その上に国際ロータリーとロータリー財団の各種活動
の枝葉を描きました。心理学者マズローの欲求段階説に基づ
く作図ですが、これから 1 年間をかけて、ご説明したいと思い
ます。現段階では、ロータリーの樹を支え
る大地の部分、即ちクラブ奉仕と職業奉仕が重要であること
のみご指摘させていただきます。

(3) ビジターの紹介
松本英明君（浪江 RC）
、竹内一紀君（白根 RC）
(4) 米山奨学生

劉 天萍さん挨拶・奨学金贈呈

(5) １００％出席バッチの贈呈
佐野 晃之君

１年

若杉 武君

4年

金親 顯男君

4年

高橋秀松君

5年

石川 治壱君

5年

樋熊 紀雄君 14 年

木滑 孝一君

18 年

(6) 誕生日お祝い贈呈（５名）

なり、合せて１３年間単身赴任を続けております。趣
味と言えるものは特段ありませんが今年３月からよう
やくゴルフを始めまして現在楽しみながらも悪戦苦
闘を続けているとことです。ロータリークラブの活動
は初めてで不慣れな点も多くご迷惑をお掛けするこ
ともあると思いますが、諸先輩方からご指導、ご鞭撻
を賜りながら社会奉仕や地域貢献に努めて参りたい
と思いますのでどうぞ宜しくお願い申し上げます。
(8) 各種ご寄付の発表

(7) 新会員の紹介

ロータリー財団寄付発表(樋熊 紀雄委員長)
新潟総合警備保障㈱執行
役員 営業統括部長
大澤 強
出席委員

ALSOK 新潟綜合警備保障㈱の大澤強と申します。
この度は、塚田正幸様、小林建様からご推薦を賜り、
伝統ある新潟ロータリークラブに入会させて頂くこと
になり、たいへん幸栄であり感謝申上げます。１９６３
年（昭和３８年７月）新潟生まれの新潟育ち、のどか
な田舎（江南区）に住んでいます。本年５０歳、節目
の年にロータリークラブに入会させて頂くことになり、
何かご縁を感じております。長男は群馬で大学生、
次男は高校２年生、まだまだ子育て世代でございま
す。高校時代に野球をやっていたこともあり、週末は
昨年再度立ち上げた会社の野球部で汗を流してお
りますが、錆び付いて思うように動かない体にムチ打
ってがんばっています。若輩者ではございますが、
ロータリークラブの一員として活動ができるよう、がん
ばって参りますので、ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願
い申上げます。

㈱ニューメディア新潟センター
常務取締役新潟センター長
渡部 剛士
出席委員

樋熊 紀雄君

得永 哲史君

鈴木 滋弥君
米山奨学会寄付発表(佐藤 紳一副委員長)
鈴木 滋弥君

徳永 昭輝君

竹石 松次君

佐藤 紳一君

徳山 啓聖君
青少年育成基金寄付発表(山田 隆一副委員長)
鈴木 滋弥君

山田 隆一君

(9) ニコニコボックス紹介
・下岡 正八君 a happy end of the māra Tuesday.
・福地 利明君 会長、山本先生、健康に気をつけて１年
間楽しんで下さい！
・田中堅一郎君 山本年度最初の例会に新会員渡部さん
をご紹介することが出来ました。
・鈴木 滋弥君 病気療養中にもかかわらず家内と二人で
２０１３年国際ロータリー年次大会のリスボンへ行って来れ
ましたので。
・関森多市郎君 まだ入会させていただいて一年足らず出
席率も芳しくない私が突然委員長に出世してしまいました。
副委員長、委員の皆さんの御協力を頂きながら任を努めさ
せていただきます。多くのご寄付をよろしくお願いします。

(10) 幹事報告（若槻 良宏幹事）
ニューメディア（ＮＣＶ）新潟センターの渡部でござい
ます。このたびは歴史と伝統のある新潟ロータリーク
ラブへの入会をお認めいただきまして誠にありがとう
ございます。私は昭和４０年４月７日生まれ、山形県
米沢市出身の４８歳です。家族は妻と子供３人、祖母
の５人家族ですが長女は既に結婚していまして実質
４人家族ですが、その長女に先日２人目の子供が産
まれ、すでに２人の孫を持つじいちゃんです。妻と祖
母は米沢に、長男は福島の大学で３年生、次女は今
年千葉の大学に進学した関係上、家族が４か所バラ
バラに生活している状況です。昭和６３年にＮＣＶに
入社して以来営業畑を歩いてまいりました。平成１２
年に函館進出に伴い転勤となり８年間、そして平成２
０年９月に新潟進出に伴い転勤となりまもなく丸５年と

・例会終了後、４階 雪椿の間で、新会員オリエンテーショ
ンを開催いたします。
・理事会報告、
①各種行事の日程（特に、夜に開催する例会の件）
②収支予算の件
③ガバナー公式訪問の日程の件
④７月７日の早朝清掃のメークアップ扱いの件
⑤上半期（７月～１２月）の会費等の請求書の件
７月上旬に発送予定。７月末までに送金をお願いします。
・国際ロータリー２０１３年規定審議会決定報告書の件
ホームページに掲載致しました。

事業計画の発表（進行 若槻 良宏幹事）
①
②

７月２日 理事会報告 出席者１３名

ＳＡＡ 内山 清君
クラブ奉仕Ａ委員会の小山 盾夫君（定款修正の
件）

③

R 情報 石本隆太郎君

④

出席 照内 太郎君

⑤

プログラム 山田 眞君

⑥

親睦 井上 裕詞君（副委員長）

⑦

コニコＢＯＸ 関森多市郎君

⑧

職業奉仕 高木言房君

⑨

社会奉仕 桒原 隆君

⑩

ライラ 小林 悟君

(11) 本日の出席率 ８０．４９

％

(2 週間前メーク後 ９１．２５

%)

７月９日の例会予定
事業計画の発表

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

１ ２０１３～２０１４年度の理事会の開催
日程について
毎月第１例会の１１時３０分から理事会を開
催する。
２ ２０１３～２０１４年度の各種行事の日
程、夜に開催する例会について
各種行事の日程を報告。
９月２４日、１１月２６日、３月２５日、５
月２７日の例会を夜に開催することにつき承
認。会員への告知を行う。
（但し ３月２５日
はイタリア軒の予約が不可能で、昼例会とす
る事を次回理事会で確認する）
３ ２０１３～２０１４年度の収支予算の件
収支予算案を承認。
４ 例会の座席等について
本年度の例会の座席等について報告。
５ ガバナー公式訪問について
ガバナー公式訪問の際のクラブ協議会の持ち
方について協議。
質問、要望等をとりまとめて事前にガバナー
事務所に送付する。
６ ７月７日の早朝清掃のメークアップにつ
いて
メークアップ扱いとすることを承認する。
７ 入会被推薦者審査＝承認
NTT ドコモ新潟支社 支店長 熊高信治君
８ ７月のプログラム=承認
７月 ２日 事業計画の発表
７月 ９日 事業計画の発表
７月１６日 山﨑ガバナー公式訪問
７月２３日 前橋クラブとの合同納涼例会
７月３０日 会員スピーチ 玉知夫氏（予定）
９ その他
・クラブ定款、細則の見直しについて
クラブ定款、細則の見直しに向けた検討
を行う。
・７月２日の新潟ローターアクトクラブの
例会について
本日の例会に新潟青陵大学の学生が見学
に来る。

