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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) 高橋 秀樹会長挨拶
先週は親睦委員会のご尽力により、月見例会を大いに楽
しむことができました。岡村さんはじめ親睦委員会のみなさ
まに感謝申し上げます。また、ご参加頂いた会員のみなさ
ま、ご家族のみなさま、ローターアクト会員のみなさま、そし
て米山奨学生の朴さんにも御礼申し上げます。次の夜例
会は年明けの新年家族会になりますが、どうぞ宜しくお願
いいたします。
さて、本日はいろいろとプログラムが立て込んでおり、会
長挨拶は省略させて頂こうと考えておりましたが、ぜひお
話ししたいことがありますので、少しだけお時間を頂きま
す。
先週土曜日に新潟市内ロータリークラブの野球同好会の
試合があり、応援に行って参りました。元会員の小柳さんも
お見えになって、元気に声援とアドバイスを送っておられ
ました。久しぶりでお目にかかることができて幸いでした。
また、監督の高橋清文さんの、新婚ほやほやの奥様もい
らっしゃり、仲睦まじい御様子が大変結構でございました。
清文さん、どうぞ末永くお幸せに。
さて試合については東クラブに惜敗し、その具体的な内
容は、野球同好会の方から詳しくお話があるかと思います
が、印象的だったプレーが試合の終わった後にありました。
両チーム集合して試合終了の挨拶を済ませた後、新潟クラ
ブのメンバーがグラウンドで円陣を組み、東クラブに向けて、
第２戦以降も健闘するようエールを送っていました。その様
子を見て野球っていいものだなと思いました。思い返して
みると、試合中にも、東クラブのファインプレーに向けて、
新潟クラブのベンチから拍手がわき上がった場面がありま
した。こういう振舞が自然と生まれることは、わが新潟ロータ
リークラブの誇るべきところだと思います。自分は良いクラ
ブのお仲間に加えて頂いているなあと思い、それから一日
中いい気分で過ごしました。
新潟ロータリークラブの野球同好会には長い歴史がありま
すが、近年その活動に尽力してこられた小柳さんの後を、
山田さん、そして高橋清文さんがしっかり継いでおられ、
益々元気いっぱいの楽しい同好会が続いているように拝
見しております。今後も野球同好会のご活躍を願っており
ます。

(3) ビジターの紹介
・中村 宏之君（２６５０地区(京都・奈良)日本ロータリーE ク
ラブ）
(4) 米山奨学生 朴 治国さん挨拶・奨学金贈呈
(5) １００％出席バッチの贈呈
小林 敬直君
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(6) 誕生日お祝い贈呈(７名)
(7) 結婚記念日お祝いの紹介(１３名)
(8) 委員会報告・同好会報告
・内田直樹インターアクト委員長よりインターアクト献血活
動協賛金協力のお願い
１２月２３日に実施致します新潟市内 IA 主催の献血活動
の協賛金を各クラブ２０社、の協力依頼を頂いております
ので、是非、御協力下さいます様にお願い致します。
・塚田正幸前年度青少年奉仕委員長より前年度（山本年
度）青少年育成基金助成先からの報告
2013～14 年度青少年育成基金の褒賞を行った三団体の
内「BB（ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ）ガールズ普及委員会」（12 万円）の頓
所理加代表から 「頂いた助成金で少女選手達にチーム
名入りのお揃いのグラコン（ジャンパー）を購入しました」
と報告がありました。
・高橋清文野球部監督より市内 RC 野球大会報告
（結果を最終ページに掲載しました。）
(9) 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

小林 敬直君

鈴木 滋弥君
米山奨学会寄付発表(徳永 昭輝委員長)
田村貫次郎君

小林 敬直君

徳山 啓聖君
青少年育成基金寄付発表(山田 隆一委員長)
小林 敬直君

若杉 武君

(10) ニコニコボックス紹介(塚田 正幸委員長)
・相澤 信介君 先日のＲＣ野球大会で久しぶりにタイムリ
ーヒットを打ち、お陰で殊勲賞をもらいました。試合は残念
ながら敗れましたが、おいしい酒を飲みましたのでニコニ
コします。

(12) 会員スピーチ「ロータリー財団月間に因んで」
樋 熊 紀 雄 R 財団委員長

・高橋 清文君(野球同好会) 11/1 の市内７クラブ親善野
球大会への応援や御協力ありがとうございました。今回の
結果は残念でしたが、今後もがんばります！よろしくお願
い致します。
・小田 等君 先日、初孫が出来ました。私の子は二人とも
娘でしたので念願の男の子でした。里帰りで孫を毎日見れ
てニコニコです。

(13) 本日の出席率 ６３．８３

％

(2 週間前メーク後 ８６．１８

%)

・若杉 武君 結婚記念日のお祝のお花ありがとうございま
した。
・樋熊 紀雄君 １１月２日４６回目の結婚記念日、お花を
いただきありがとうございました。まあまあの４６年、これから
も健康で過ごしたいと思います。
・岡田 茂久君 先週、新潟日報での記事にも取り上げて
頂きましたが、１０月末に無事にイタリア軒の第１期の改修
工事を終えることが出来ました。３階の宴会場を中心に改
修を致しましたが、営業をしながらの改修工事で皆様に大
変ご迷惑をお掛け致しました。改めてお詫び申し上げます。
今後は第２期、第３期と来年の夏までに、結婚式場、客室、
レストランの改修も行っていく予定です。また、昨日は、弊
社、取締役会長 池田祥護の結婚披露宴に数多くの方々
にご臨席賜りまして、誠にありがとうございました。会長にな
りかわり御礼申し上げます。改装を終えたサンマルコにて４
４０名という過去最大数のお客様をご招待しそれをなんと
お昼と夜の二回行うという、ホテル泣かせの披露宴でした。
(本当に大変でした・・・)引き続き、イタリア軒を末永くご愛
顧賜ります様、よろしくお願い申し上げます。
・塚田 正幸君 10 月 21 日（火）家内と佐渡へ 1 泊 2 日で
出かけました。宿泊した国際佐渡観光ホテル八幡館は丁
度佐渡南ＲＣの例会場でメーキャップして来ました。
佐渡南 RC さんには２００４～05 年度地区青少年交換委員
の時、来日学生 6 名と 2 泊 3 日の旅行をした時とてもお世
話になりました。また、八幡館の総支配人藤田義幸さんは
今年 6 月まで新潟万代シルバーホテルの専務で新潟北
RC の会員でした。
(11) 高橋 秀樹会長から
11 月 29 日に開催予定の IM ですが、新潟南クラブより予算
上、３７名以上出席して欲しいとの強いお願いを頂きました
ところ、現在の出席者は３３名です。ご欠席で回答頂いた
方も是非、再検討の上、ご参加下さいます様にお願い致し
ます。会場はイタリア軒 １３：３０開会 懇親会１５：５０開会
１７：５０閉会 会費の個人負担分は４０００円です。

１１月４日 理事会報告 出席者９名
１ 年次総会告示について
１１月４日告示 １２月２日年次総会
スケジュール変更無し。１ヶ月前なので本
日告示する。
２ ＩＭについて＝11 月 29 日の開催予定を
確認。
３ １１月のプログラム=承認
１１月 ４日 会員スピーチ「ロータリー財
団月間に因んで」
樋熊紀雄 R 財団委員長
１１月１１日 卓話「笑って楽しく、楽々落
語」
防犯アドバイザー 入山 隆氏（三流亭楽々）
１１月１８日 卓話「生糸・炭染・藍染日本
列島広域連携軸新製品創出イノベーションに
ついて」
新潟薬科大学名誉教授 及川 紀久雄氏
１１月２５日 会員スピーチ「防災減災・文
化財の耐震診断と改修」
清水建設㈱新潟営業所 所長 森井 満男君
３ その他
①南クラブ５５周年記念事業について
・高橋会長、小林悟役員出席。当日、ニコニ
コＢＯＸとして１万円御祝いとして贈呈す
る。
②新潟ロータリークラブの原則として、地区
や分区での行事について空登録や義理登録
は行わないこととする。

新潟市内ロータリークラブ野球大会 結果

年次総会開催告示

日時 平成 26 年 11 月 1 日(土)
会場 新潟市鳥屋野球場

新潟ロータリークラブ年次総会を下記により開催い
たします。

優 勝 新潟東 RC
準優勝 新潟西 RC
第３位 新潟南 RC

期日 平成２６年１２月２日（火曜日・第１例会）

第３位 新潟北 RC・新潟中央 RC

付議事項 一、
次々年度会長並びに次年度理事会メンバーの承認

優勝
以上クラブ細則第一条第二節により告示します
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平成２６年１１月４日
新潟ロータリークラブ 会長
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⑤
15:00~16:30

高橋 秀樹
2

3

③

8

④

11:30~12:50

13:00~14:30

10

3

②

14

新潟北・新潟中央

新潟万代

10:00-11:20
新潟西

8:30~9:50

新潟

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/
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①

新潟東

新潟南

１１月１１日の例会予定
卓話「笑って楽しく、楽々落語」
防犯アドバイザー 入山 隆（三流亭楽々）氏
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