
 

  

  

 

     

 

 

 

 

 

新潟 RC １２月第 1 例会 (2013.12.3) №3020 

 

(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 

12 月は「家族月間」ですので、これに因んだお話しを

します。私は家族月間について大きな誤解をしていま

した。今まで家族月間はロータリアンが奉仕活動に専

念できるのは家族のおかげであるので、家族に感謝す

る月間と思っていました。よく調べて見ると必ずしも

そうではありません。 
 私なりになぜ間違っていたか考えますと、どうも

「家族月間」と訳したのが適切でなかったのではない

でしょうか。英語では The Family of Rotary Month
です。また「ロータリー家族」はThe Family of Rotary
です。家族とファミリーにはニュアンスがありそうで

す。 
 
まずファミリーの意味を知るため、英語の Family

の意味を調べてみました。１３ほど意味があります。

最初にあるのが、私たちにとって常識的な家族、家庭

です。最後の１３番目に、（マフィアなどの）ファミ

リー、組、一家とあります。私はロータリーで用いる

ファミリーはどちらかと言うと１３番目に近い気が

します。もう少し穏やかな言葉に言い換えると、特定

のつながりを持った仲間、同じ目的を持った仲間、家

族のように仲の良いグループとなります。 
 
では国際ロータリーは、ロータリー家族をどのよう

に定義しているのか調べてみました。ロータリアンの

配偶者、物故会員の配偶者、ロータリアンの子供、孫、

その他の親戚、ロータリー財団の学友、研究グループ

交換メンバー、ロータリー青少年交換学生、ローター

アクター、ライラ参加者、インナー・ホイールおよび

その他の配偶者グループ、世界ネットワーク活動グル

ープ。要するにロータリークラブと何らかの関係を持

った人はすべて家族扱いにすると考えています。 
 なぜ国際ロータリーはこのような考え方を導入し

たのでしょうか。背景としてアメリカは人種の坩堝状 
 
 

 
態にあるので民族や思想信条を共通とした人々がま 
とまり、精神的および物質的な互助社会になっている

からと思います。民族的にはイタリア人や中国人はま

とまる傾向が強く、日本人はまとまるのがへたな民族

ではないでしょうか？ 世界で日本人街があるとこ

ろはロサンゼルスのリトル東京ぐらいです。 
 思想信条ではマフィアや各種宗教団体があります。

ロータリークラブも思想信条という点ではこの中に

含まれています。ただし向かう方向はそれぞれ違って

いるので、誤解のないようにお願いします。 
 
ところでロータリークラブは、共同社会か利益社会か、

どちらに属するのか考えてみました。人が集まると社

会ができますが、社会学者のテンニースは、社会には

二つあると提唱しました。一つは共同社会（ゲマイン

シャフト）です。社会の成員が互いに感情的に融合し、

全人格をもって結合する社会です。血縁に基づく家族、

地域に基づく村落、友愛に基づく都市などが代表的で

す。二つ目は利益社会（ゲゼルシャフト）です。成員

が各自の利益的関心に基づいてその人格の一部分を

もって結合する社会で、成員間の関係は表面的には親

密に見えても、本質的には疎遠であるのが特徴です。

会社もその一つです。 
 ロータリークラブは共同社会の代表的な組織です。

テンニースは時代が進むとともに社会構造は共同社

会から利益社会へ進むと考えましたが、まさにロータ

リークラブはこの途上にあるのではないでしょうか。 
 ロータリークラブは組織として機能的、効率的であ

っても、人づきあいが“表面的には親密に見えても本

質的には疎遠”であってはいけません。 
 
 最後に私の結論ですが、国際ロータリーが定義する

ロータリー家族が何であれ、やはり私たちが奉仕の理

想を実践できるのは、原点に戻って、家族（特に奥さ

まや旦那さま）のおかげです。私の場合、家内のお蔭

です。これからも“ロータリーの飲み会”をお許しく

ださいと言いたい心境にあります。 
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  ロータリーを実践し 

   みんなに豊かな人生を 
 

    2013~14 年度 国際ロータリーのテーマ 



(3) 米山奨学生劉 天萍さん挨拶・奨学金贈呈 

(4) ビジターの紹介 

・神成 粛一君、中山雄二君、吉田和広君（新潟西 RC） 

(5) １００％出席バッチの贈呈 

若槻 良宏君 ２年  相澤 信介君 ３年

山本 正治君 19年   

(6) 誕生日お祝い贈呈（９名） 

(7) 結婚記念日お祝いの紹介（1名） 

(8) 委員会報告 

(9) 各種ご寄付の発表 

米山奨学会寄付発表(徳永 昭輝委員長) 

徳山 啓聖君 徳永 昭輝君 

(10) ニコニコボックス紹介（金親 顯男委員長） 

・神成 粛一君 久しぶりにメーキャップさせて頂きます。ク

ラブの幹事予定者が新潟クラブの運営をみて勉強したい

そうでおつれました。 

・金親 顯男君 新潟西クラブ旧姓羽賀さん、現姓中山さん

の出席を歓迎して。 

・長谷川秀彦 アルビレックス新潟の快進撃にニコニコ、

終戦も応援に行きます。又本日お誕生日祝い有難うござい

ます。 

・小飯田 澄雄君 結婚記念日のお花が１２月１日（日）記

念日当日に届きました。早いもので４０周年当日は冬晴れ、

今年も冬晴れ、夫婦で当時を思い出しニコニコでした。感

謝します。 

・鈴木 滋弥君 ６０年ぶりの大遷都中の出雲大社を参拝し

足立美術館を見学して来ました。 

・武宮 健二郎君 昨日、プレス発表させて頂きましたが弊

社は、来春４月２日を持ちまして、本社建て替えと同時に社

名（商号）を「岡三にいがた証券」に変更致します。今後は、

名実共に岡三証券グループの地域証券として、新潟県下

の皆様へ、岡三証券グループのグローバルネットワークを

通じて、より質も高い情報、サービスを提供して参りたいと

思います。今後とも、ご支援の程よろしくお願い申し上げま

す。 

(11) 幹事報告（若槻 良宏幹事） 

・シドニー国際大会の案内（２０１４年６月１日～４日） 

・２０１４年２月１７日 新潟北 RC ホストにより市内７RC 合同

例会が開催されます。近日中にご案内をお送り致します。 

 

(12) 本日の出席率 ８０．６７  ％ 

(2週間前メーク後 ８７．６４  %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月１０日の例会予定 

会員スピーチ「放送開始６０年 テレビ、今後の行方」 

   新潟放送局局長 坂本 務君 

 

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 

 
１２月３日 理事会報告 出席者１１名 
 
１ 年次総会について 
指名委員会から指名結果の報告がなされた。

２ １２月２４日 ロータリー保育園訪問に

ついて 
次回の例会時に会員に再度案内する事にす

る。 
３ ポリオプラス寄付について 
例会時に寄付の依頼をし、寄付金を集める。

１人当たり１０ドル（約１,０００円）を目標

とする。 
不足分は国際奉仕委員会の予算から支出す

る。 
４ 旧新潟市内７ＲＣ合同例会について（平

成２６年２月１７日（月）） 
   会費のうち２，０００円をクラブから

補助することを承認する。 
２月１８日（火）の例会は休会とする。 
５ １２月のプログラム=承認 
１２月 ３日 年次総会 
１２月１０日 会員スピーチ  

ＮＨＫ新潟放送局局長 坂本 務君 
１２月１７日 卓話「中国では、普通のこと」

  「イエダプラス」代表 家田 利一氏 
１２月２４日 会員スピーチ  
コバリキ１００周年記念「小林力三物語」

 ㈱コバリキ 代表取締役社長 小林 建君

１２月３１日 規定休会 
６ 入会被推薦者審査＝承認 
株式会社ビップ 副社長 坂井 賢一君 
７ アムール川氾濫被災者義援金について 
送金完了後に例会で会員に報告する。 



年次総会開催 

議長：山本 正治会長 

１）総会の成立＝会員数９１名のところ７１名の出席

で定足数を充足。（若槻 良宏幹事） 

２）山本議長議案説明 

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(2015～2016 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 

高橋 秀樹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）高橋 秀樹君挨拶 

人材の豊富な当クラブにおいて、本当に私でよい

のかと大いに困惑しております。しかし、皆様の承

認を経ましたなら、そのお心を素直に受け止め、で

きるかぎり力を尽くしていきたいと思います。 

私は、当クラブではどちらかと言えばまだ若いほ

うほうで、経験も浅く未熟でありますが、そのかわ

り、みなさんにとっては物を言い易い後輩のような

ものかとも思います。ぜひ、いろいろと積極的にご

指導頂けましたらと願います。みなさまのご指導を

会の運営にできるだけ反映し、また、次の会長さん

の露払いとして尽力していこうと思います。 

また、来年度は、新潟クラブがＩＭのお世話をす

る業務がございます。これについては、ガバナー補

佐様のご指導を仰ぎつつも、みなさんからのご協力

が必須であります。いろいろとご面倒、お手数かけ

ますが、何卒宜しくお願い申し上げます。 

５）議案第２号「次々年度会長（2015～2016 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鈴木 滋弥

指名委員長より報告 

・鈴木 滋弥指名委員長＝「2015～2016 年度会長候

補」に竹石 松次君を全員一致で指名（推薦）され

たことを報告 

「竹石 松次君 ロータリー略歴」 

２００５年９月６日  入会 

２００６～０７年 ライラ委員長、広報委員 

２００７年６月 写真で綴る活動の記録編纂 

ロータリアンつれづれ草編纂 

２００７～０８年 プログラム委員長 

２００８年６月 世界との接点を求めて７人の卓話 

   ―世界をつなぐ新潟ロータリークラブ―編纂  

２００８～０９年 理事・社会奉仕委員長 

２００９～１０年 会員増強委員長 

２０１０～１１年 理事・クラブ奉仕B 委員長 

２０１２～１３年 R 情報委員長 

２０１３～１４年 役員・副会長、クラブ奉仕B 委員長 

地区関係 

２０１１～１２年 クラブ奉仕委員会担当幹事 

会員増強ガバナー賞 （Ｈ22.11.21 植木年度） 

会員増強７名 

米山功労者マルチプル感謝状受賞 

2009.2010.2011.2012 

～全員拍手で承認～ 

６）次次年度会長 竹石 松次君ご挨拶 

2015＝2016 年度会長に指名された竹石松次です。 

この度、伝統ある新潟ロータリークラブの次々年

度会長に選定されたことは身に余る光栄と存じます。 

山本正治現会長、高橋秀樹次期会長、そして次々

年度となりますが、未だ 1 年７か月ありますので、

今後の計画につては白紙ですが、ロータリの基本精

神である各ロータリアンの親睦を第一とし、社会奉

仕の精神を堅持し、何がロータリーにとって必要か、

社会貢献のためにどのようなことを実行することが

大切かを熟慮し、会員の皆さんと一緒になって基本

設計を煮詰めたいと考えています。 

今後ともよろしくお願いします。 

７）議案第３号「次年度役員、理事選出」 

・鈴木 滋弥指名委員長=「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）山本議長次年度の役員、理事の「当選」を宣言 

９）閉会 
2014～15年度新潟ロータリークラブ理事・役員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役員･会長 高橋 秀樹 

役員･会長エレクト 竹石 松次  

役員・副会長、クラブ奉仕 A 委員長 石本隆太郎 

役員・幹事 安藤 栄寿 

役員･会計 若槻 良宏 

役員・S.A.A. 小林  悟 

役員・直前会長 山本 正治 

理事・クラブ奉仕 B 委員長 田中堅一郎 

理事・職業奉仕委員長 鈴木 滋弥 

理事・社会奉仕委員長 佐藤 紳一 

理事･国際奉仕委員長 得永 哲史 

理事・青少年奉仕委員長 本間  彊 

理事・副幹事 小林  建 


