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(1) ロータリーソング「四つのテスト」斉唱
(2) 物故会員（2011～2015）黙祷
高島文治 2010/11/1 ご逝去
(3) 高橋 秀樹会長 歓迎の言葉
さて、この記念すべき日に会長として私は何をお話しすべきで
しょうか。
これが数か月前から私を悩ませていた問題でした。それで、過
去の 5 年刻みの周年事業がどのようなものだったか調べて、ヒ
ントをつかもうと考えました。
65 周年は潟県中越地震（2004 年 10 月 23 日）のため、周年事
業を自粛しました。
その前の 55 周年（1995 年）は梁取清助会長の下で催され、資
料が残っています。
そして、それ以前の 5 年刻みの周年事業については資料が残
っていませんでした。
ですから、55 周年の時のことしか参考にできるものがありませ
んでしたが、それを眺めているうちに、一つの思いが心に浮か
び上がって参りました。
当時と現在を比べてみると、先ず残念なことに、55 周年記念例
会が開催されたとき（1995 年 4 月 18 日）よりも、30 名ほど会員
数が減っていることに気づきます（126 名→99 名）。
バブル崩壊後の日本経済の急降下、更にリーマンショックによ
る世界経済の低迷が、いかに地方に深い傷痕を刻んだか、よ
く表していると思います。しかし同時に、いささか意外なことに
も気づくのです。
55 周年記念例会では出席者総数が 142 名でしたが、今回は
150 名を越え、10 名以上増えています。
その理由は、お祝いに駆けつけて下さったお客様の数が倍増
しているからなのですが、案内状は 55 周年のときと同じところ
にしかお送りしておりません。ではなぜ、より多くの方々におい
で頂けるようになったのでしょうか。
私はここに、この間に生じた大きな変化のしるしを認めたいと
考えています。近年、国内外では、大きな自然災害をはじめ、
各種紛争の激化、国際関係の複雑化など次々と深刻な問題
が生じ、また、グローバル化に伴う社会経済構造の転換という
新たな状況も進んでいます。
これらへの対応は、個々の企業や組織の活動でどうにかなる
ものではありません。社会のいたるところで、旧来の様々な枠
組を越えた交流と連携の必要性が益々高まっています。

そのことはロータリーにおいても同様で、クラブ間の親交と連
携が今まで以上に大切になっていると思います。
そして、我々は、日頃はこのことをはっきりと意識していなくて
も、折に触れて、自然とそのように行動するようになっており、
それがこの 20 年間の変化だったと考えることはできないでしょ
うか。
このような感慨とともに今この演壇に立ち、皆様一人一人のお
顔を拝見しておりますと、お集まり頂いたことに深い感謝の気
持ちが止めどなく湧いて参ります。
ここで、心からの感謝を込めて、ご来場の皆さんをご紹介させ
て頂きたいと思います。
東京ロータリークラブ会長加藤丈夫さん、
第 2560 地区第二分区パストガバナーの皆さん、
第 2560 地区ガバナーエレクト山本和則さん、
第 2560 地区第二分区ガバナー補佐藤田普さん、
ゲストスピーカー齋藤吉平さん、
香港島東ロータリークラブとご家族のみなさん、
前橋ロータリークラブとご家族のみなさん、
佐渡南ロータリークラブのみなさん、
新潟東ロータリークラブのみなさん、
新潟南ロータリークラブのみなさん、
新潟西ロータリークラブのみなさん、
新潟北ロータリークラブのみなさん、
新潟中央ロータリークラブのみなさん、
新潟万代ロータリークラブのみなさん、
弊クラブ OB 会員小島隆さん、
米山奨学生朴治国さん、
第 2560 地区ローターアクト代表伊藤雅之さん、
新潟ローターアクトクラブのみなさん、
ピアニスト濱田道子さん、
そして弊クラブ会員のみなさんとご家族、そしていつも労を厭
わずクラブのために尽力してくれている事務局のみなさん、
本日、多くの方々とこの場を共にすることにより、私たちは改め
て友情の輪の大切さを認識したいと思います。
そして、その堅固な土台に立って、より一層の奉仕活動に邁
進していく気持ちを新たにし、弊クラブの 80 周年、そしてその
先を展望したく存じます。
本日お集まりの皆々様に引き続き御指導と御交誼を賜ります
ようお願い申し上げ、ご挨拶とさせて頂きます。

(4) ご来賓祝辞
・スポンサークラブ
東京クラブ 加藤 丈夫会長
この度、新潟ロータリークラブが創立７５周年を迎えられました
ことを心よりお喜び申し上げます。
１９４０年、貴クラブの創立に当たり、私ども東京ロータリークラ
ブがスポンサークラブとしてお手伝いをさせていただいたこと
を光栄に思っていますし、爾来７５年の長きにわたり、友好クラ
ブとして親しくお付き合いを続け今日を迎えましたことは誠に
感慨深いものがあります。
貴ロータリークラブが今年度も交通遺児の支援や早朝海岸清
掃などの奉仕活動に積極的に取り組んでおられることに心か
らの敬意を表しますが私は、高橋会長が活動の基本として、
「自分自身が楽しいクラブでなければ人に薦めることはできな
い。だから自分自身が楽しむことのできるクラブになるよう工夫
すべきだ」というお考えであることに共感を覚えました。
ロータリークラブが「奉仕の理想」を共通の理念として集う場で
あることは言うまでもありませんが、ロータリアン一人ひとりがそ
のことを十分に理解した上で、素晴らしい仲間たちとの交流を
深めることによって、互いに啓発し合い、それぞれの人生がよ
り豊かになることにロータリークラブとしての大きな意義がある
と思います。
現在、東京ロータリークラブでは２０２０年迄続く長期プロジェク
トとして東日本大震災の被災地の復興支援に力を入れていま
すが、これが成功するポイントは、やはりこれに取り組むメンバ
ーたちの強い仲間意識であり、そこに共通するのは、一人ひと
りのクラブライフが楽しいという気持ちです。
２０２０年と言えば、私たちの東京ロータリークラブは創立１００
年、すなわち日本におけるロータリークラブの活動が始まって
１００年という記念の年になります。
私たちは、今年から１００周年の記念事業に向けた準備をはじ
めているのですが、２０２０年には私たちの創立１００年と新潟ロ
ータリークラブの創立８０周年を同時に祝う年になります。
先ずは５年後の創立８０年に向けて、更にはその先の創立１０
０年に向けて、新潟ロータリークラブが益々の発展を遂げられ
ることを祈念してお祝いのご挨拶といたします。
本日は誠におめでとうございました。
・姉妹クラブ
香港島東 RC William Wong 会長エレクト
Good evening President Takahashi, Fellow Rotarians and Ladies
and Gentlemen.
I feel very honoured and privileged not only to attend this
wonderful anniversary celebration, but also to have the
opportunity to speak in front of you all to convey our sincere
congratulations to the Rotary Club of Niigata for 75th years of
fellowship and service to the community.
Rotary Club of Hong Kong Island East is 60 years old, we
sincerely honour and acknowledge our wiser sister club of
Rotary Club of Niigata and look to the Rotary Club of Niigata as
an inspiration for 75 years of service.
The theme of this Rotary Year is “Light Up Rotary”. Thank you

to the Rotary Club of Niigata for being a strong beacon of light,
hope and support to your community. You truly are a wonderful
role model of how a Rotary Club should be.
The Rotary Club of Niigata and the Rotary Club of Hong Kong
Island East became sister clubs in 1973, to date, this means that
our family bond is 42 years old and still going strong. We look
forward to cooperations in the future together.
Thank you so much for extending your hospitality to us. And
thank you for your service to your community. It is a deep
honour to be your sister club.
Everyone please join me in a toast to Rotary Club of Niigata!
May you continue to serve the community with heart and
passion, and cheers to changing and impacting the world.
Congratulations! To Rotary Club Niigata!
・友好クラブ
前橋 RC 都丸 和俊会長
新潟ロータリークラブが創立75 周年を迎えられたことは誠に喜
ばしく、衷心よりお祝い申し上げます。75 年の新潟ロータリー
クラブの足跡に謹んで敬意を証しますと共に、長年に亘り友好
クラブとしてご指導賜りましたことに心より感謝申し上げます。
1994 年 4 月 12 日に 当時の新潟ロータリークラブ第 54 代川
合栄一会長と前橋ロータリークラブ第 41 代山中庄太郎会長が
友好クラブ盟約書を締結し、依頼
今日まで永年に亘り交流を深めてまいりました。相互のクラブ
訪問は基より、
ゴルフ部や野球部の親善交流戦などでも絆を深め、ロータリ
ーを通じて互いの
研鑽に努めることは友好クラブとして貴重な財産であります。
今後とも変わらぬご指導ご厚情を賜り、両クラブが益々活発に
新たに発展してゆくことを共に願っております。
本日ここに貴クラブが果たしたこの７５年にわたる超我の奉仕と
地域社会への貢献は、今後も広く永くロータリーの歴史に刻ま
れるものであります。
日本で 36 番目という歴史と伝統の新潟ロータリークラブが燦然
と輝き新たな
歩を進めて行くこと共に、益々の御発展と会員各位の御健勝
を心より祈念申し上げまして、祝辞とさせていただきます。
(5) 記念事業発表
1.

公益財団法人

ロータリー日本財団への寄付

(１０００ドル）
２．公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会への寄付
（１０万円）
３.青少年育成支援事業の実施
新潟市立ロータリー保育園表彰（５０万円）

(6) 記念卓話
「海外に展開する新潟のお酒」
新潟県酒造組合会長

斎藤 吉平氏

(7) 本日の出席率 ７６．８５％
会員数９９名
（名誉会員１名 出席免除会員７名）
出席者７３名（出席免除会員４名を含む）
(2 週間前メーク後 ９０．２２%)

東京ＲＣ 加藤 丈夫会長

登録総数 １５６名
来賓４名（ゲストスピーカー、東京 RC 会長、前橋 RC
会長幹事）、姉妹クラブ７名（香港島東 RC）
友好クラブ（前橋 RC）９名、第二分区 佐渡南 RC２名、
新潟東 RC３名、新潟南 RC７名、新潟西 RC５名、新潟
北 RC１４名、新潟中央 RC６名、新潟万代 RC２名、RA
６名、元会員１名、会員ご家族１１名、米山奨学生１名、
ピアニスト１名、事務局４名

香港島東ＲＣ William Wong 会長エレクト

前橋ＲＣ 都丸 和俊会長

香港島東ＲＣより記念品、バナー交換

新潟県酒造組合会長 斎藤 吉平氏

７５周年記念観桜例会懇親会
司会 岡村健吉親睦委員長
18：40

開宴
鏡開き
新潟の銘酒で乾杯 横山 芳郎ＰＧ

18：45

古町芸妓手踊り

19：00

津軽三味線演奏 小林 史佳

19:20

ハワイアンフラ フィオケアロプラケア
フラスタジオ「松井 宏美」

20：00

中締め 石本隆太郎 PG

20：05

ロータリーソング「手に手つないで」

20：15

閉会

前 夜 祭
２０１５年４月１３日
於 鍋茶屋
出席者 香港島東 RC７名、新潟クラブ会員２０名、
司会
玉 知夫国際奉仕委員長

ご家族 １名

バ ス ツ ア ー
２０１５年４月１４日
石本酒造、北方文化博物館、朱鷺メッセ展望台
参加者 香港島東 RC７名 新潟 RC６名、新潟 RC 事務局１名
石本酒造訪問

石本酒造 石本龍一会長ご挨拶

日本酒作りの説明を玉国際奉仕委員長が通訳

お酒つくりを現場で説明頂く

会社の前で記念撮影
杜氏のお仕事初体験

北方文化博物館訪問

北方文化博物館 佐藤専務より英語で説明頂く

