
 

  

  

 

     

 

 

 

 

 

新潟 RC ７月第 1 例会 (2014.7.1) №3046 

 

(1) 「君が代」斉唱  

ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

(2) 高橋 秀樹会長挨拶 

 今から 10 年前になりますが、2005 年 6 月にシカゴで国

際大会が開催され、ロータリークラブ 100 周年にあたって

おり、大変盛大なものとなりました。私は、幸いにもこれ

に参加することができましたが、その大会で印象に残った

ことの一つが、ロータリークラブの将来に関する講話でし

た。その趣旨は、＜ロータリークラブは 1905 年以来 100
年間続いてきたが、次の 100 年間生き残ることができるか

どうかは、その最初の数年間～10 年間で決まるだろう。各

ロータリアンは、100 年続いたことを祝うだけではなく、

次の 100 年を展望しながら、大いに活動を活性化してほし

い＞というものでした。 
さて、2015 年 2 月 22 日をもって、ロータリークラブは

110 年目を終えます。ロータリークラブ第 2 世紀の最初の

10 年間が終わるわけです。この数年間、国際ロータリーは、

「未来の夢計画」をはじめ、様々な新しい試みを進めてき

ています。クラブの場でも、それらを活かしながら、2015
年 2 月 23 日から始まる 111 年目、そしてそれ以降の将来

につなげていく意識をもつことが大切なのだろうと思いま

す。 
 そこで、現段階で国際ロータリーが将来にむけて行動の

指針として掲げている6つの重点分野に注目したいと思い

ます。来週からしばらくの間、会長挨拶では、この 6 分野

に関連するお話をさせて頂こうと考えています。 
また、国際ロータリーの今年度の重点事項は会員増強と

なっております。2560 地区でも、すでに 2 回にわたる研

修が行われ、参加者から様々な意見が示されました。「自分

自身が楽しいクラブでなければ人に勧めることはできない。

だから自分自身が楽しむことのできるクラブとなるよう工

夫すべきだ。」「さまざまな同好会を通して、クラブを盛り

上げることが効果的だ。」「広報に力を入れ、クラブの魅力

を発信するべきだ。」「若手が思いっきり活躍できるクラブ

であることが、若手を勧誘する上で重要だ。」「人生の先輩

であるベテランのロータリアンの経験はクラブの宝である。

その魅力をもっと活かすべきだ。」 
 
 

 
 
これらの意見は、会員増強だけでなく、クラブの活動全

体に関わることかと思います。一つ一つについて、新潟ロ 
ータリークラブとしてふさわしい方策は何か、会員の皆様

からお知恵を頂きながら、本年度の諸事業を推進していき

たいと思います。 
若輩者でありますため至らないところも多いかと思いま

すが、ベテランの副会長に支えて頂きながら会務を進めて

いきたいと存じますので、幹事共々どうぞ宜しくご協力の

ほどお願い申し上げます。 

(3) ビジターの紹介 木暮達明君、渡辺幸雄君、  

小山直樹君（白根RC） 

(4) 白根RC 渡辺幸雄会長ご挨拶（子クラブ） 

(5) 米山奨学生 朴 治国さん挨拶・奨学金贈呈 

(6) １００％出席バッチの贈呈 

大澤  強君 １年  渡部 剛士君 １年

坂本  務君 １年  若杉  武君 ５年

金親 顯男君 ５年  高橋 秀松君 ６年

石川 治壱君 ６年  樋熊 紀雄君 15年

木滑 孝一君 19年   

(7) 誕生日お祝い贈呈（５名） 

(8) 結婚記念日お祝いの紹介（１名） 

(9) 委員会報告 

・小林 建ごフル同好会幹事 

６月２２日に開催されました新潟市内７RC クラブ対抗ゴル

フコンペに浪江の松本さん、下岡 正八さん、小飯田 澄

雄さんと私の４名で参加致しました。他クラブは精鋭を揃え

ての参加で、当クラブは最下位でした。来年は、もっと大勢

で参加したいものです。 

2014～15 年度 
国際ロータリー会長 

 
ゲイリーC. K. ホァン 

2014～15 年度
新潟ロータリークラブ会長 

 
高橋 秀樹 

   ロータリーに輝きを 
 

     2014～15 年度 国際ロータリーのテーマ 



(10) 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) 

樋熊 紀雄君  

米山奨学会寄付発表(徳永 昭輝委員長) 

竹石 松次 君  徳永 昭輝君 

青少年育成基金寄付発表(山田 隆一委員長) 

山田 隆一君 高橋 義明君 

(11) ニコニコボックス紹介（塚田 正幸委員長） 

・高橋 秀樹君、安藤 栄寿君 これから一年、どうぞよろし

くお願い致します。 

・高橋 秀樹君 白根ロータリークラブからいらした木暮達

明様、会長 渡辺幸雄様、幹事 小山直樹様を歓迎してﾆｺ

ﾆｺ致します。 

・川﨑 嘉朗君 先々週のチャリティーゴルフで順位は別

にして賞品を多数頂き、ニコニコです。幹事の方に感謝し

ます。 

・福地 利明君 山本先生一年間ご苦労様でした。高橋 

会長、健康に気を付けて下さい。下働きは何でも致しま

す。 

・塚田 正幸君 ローたりークラブ入会２３年目で初めてニ

コニコボックス委員会に配属になりました。今まではニコニ

コ申告する側でしたが、今年はニコニコ申告を読んで寄付

をいただく側になりました。伊原健至副委員長、永野勇委

員と１年間、楽しもうと思います。皆さん、ニコニコ申告宜し

くお願いします。 

(12) 幹事報告（安藤 栄寿幹事） 

・８月５日は 佐々木ガバナー公式訪問です。例会後に委

員長と新会員を対象としたクラブ協議会を開催致します。

ご案内をお出し致しますので、ご出席の程、よろしくお願

い致します。 

・７月２７日に開催されます早朝清掃参加の方は、メークア

ップ扱いとなります。大勢の御参加をお願い致します。 

(13) 事業計画の発表（司会 安藤 栄寿幹事） 

① SAA 小林  悟  

② 会員増強委員会 相澤 信介  

③ R情報委員会 小山 楯夫 

④ 出席委員会 白勢 仁士  

⑤ プログラム委員会 坂本 務  

⑥ 親睦委員会 岡村 健吉  

⑦ ニコニコボックス委員会 塚田 正幸  

⑧ 職業奉仕委員会 小田 等 

⑨ ライラ委員会 吉田 和弘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14) 本日の出席率 ７９．７８  ％ 

(2週間前メーク後 ８１．５３  %) 

 

７月８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 

 

 
７月１日 理事会報告 出席者１１名 
 
１ ７月２６日（土）開催予定の地区会員（入

会 1 年～3 年）研修参加費用について 
支給を理事会承認。金額２，０００円／人 
２ 定款細則改定案について＝承認 
細則文章は良く検討の上例会に答申し承認得

たい。 
３ ガバナー公式訪問（8/5）について 
１１時から懇談し例会参加。例会後、クラブ

協議会、参加対象者には案内送付。 
４ 入会被推薦者審査＝承認 
・ＮＴＴ東日本新潟支店長 村松 敦君 
・日本銀行新潟支店長 千田 英継君 
５ ９月７日（日）交通遺児の為の事業参加

者をメークアップ扱いにする件＝承認 
６  ７月のプログラム＝承認 
７月 １日 クラブフォーラム 

「事業計画の発表」 
７月 ８日 クラブフォーラム 

「事業計画の発表」 
７月１５日 卓話 新潟地方気象台  

安藤正 台長（代役の場合あり）

７月２２日 前橋クラブとの合同納涼例会 
７月２９日 卓話 新潟市新津美術館  

横山秀樹館長 
（８月５日公式訪問の為、7/29 理事会開催）

７ その他 
①海岸清掃はメークアップ扱いとする。 
②ガバナー訪問の際に出席率の低い会員への

対応策を問われる可能性あり。今後要検討。

③事務局員の採用面接を３日に若槻前幹事が

行う。 


