
 

  

  

 

     

 

 

 

 

 

新潟 RC8 月第 1 例会 (2016.8.2) №３１４5 

 

(1) 「君が代」斉唱  

ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

(2) 宇尾野 隆会長挨拶 

新発田 RC60周年記念式典 参加報告 

先週、7月 30日(土)に新発田ロータリークラブ創立 60周年記

念式典が月岡の清風苑で行なわれました。 

 当クラブはスポンサークラブということで、私と内田幹事、石

本パストガバナーの 3名で出席をしてまいりました。 

出席者は 191名で、地区からは、田中政春ガバナーはじめパ

ストガバナー7名、第 1分区の各クラブの会長・幹事・友好クラ

ブは、沼田クラブ、加賀クラブ、台湾藘州重陽クラブが参加を

しておりました。新発田RCの現会長は菊水社長の高沢大介さ

んであります。 

 会長の高沢大介さんとは、1997年、私が新潟青年会議所の

理事長、高沢さんが新発田青年会議所の理事長で、本年は

お互い会長同志ということで不思議なご縁を感じます。 

新発田ロータリークラブは、1957年、4月22日に割烹志まやで

発足式を行ない、同年 5月 3日に、RI加盟が承認されていま

す。チャーターメンバーは、23名でありました。 

当時のガバナーは、新潟クラブの伊藤文吉さん、スポンサーク

ラブは、新潟クラブで特別代表は新潟クラブの鍵冨清一郎さ

んでありました。 

特別代表とは、新クラブ結成のためにスポンサークラブからガ

バナーによって任命された、十分事情を心得ているロータリア

ンであります。 

この特別代表は、ロータリーの理想に精通しており、そしてそ

の理想を十分、説明することができ、自己のロータリーへの情

熱を人に伝える力がある人で、尚且つ RCの組織と機能につ

いて実際に役立つ十分な知識を持っているロータリアンという

ことであります。 

そして、新クラブの結成に至るまでの細目についてガバナー

を代表して事を行なう権限を有しています。 

新発田クラブが、今回の創立 60周年にあたり調べたところ、新

発田ロータリークラブの創立当初の資料が新発田商工会議所

に保管されていたそうであります。その資料によりますと、発足

式の約 2ヶ月前、1957年の 2月 13日に、新発田の財界の主

要メンバー14名が、新発田商工会議所に集まり、鍵冨清一郎 

 

さんはじめ新潟クラブ 4名と初めて会合をもったそうでありま

す。 

そこで鍵冨さんは、ロータリーの理想を熱く語り、新発田にロー

タリークラブを創りなさいと力説したそうであります。 

そこで当時の新発田クラブチャーターメンバーは、その話に大

いに感銘し、奮起したそうであります。2月13日の初会合から4

月 22日の発足式、5月 3日の RI加盟承認、6月 22日チャー

ターナイトという初会合からわずか 80日で RI加盟承認という、

すごい早さで新発田 RCは設立されました。このことからも、当

時の新発田クラブ・新潟クラブの先輩の皆さんの並々ならぬ情

熱が伝わってきます。 

 ちなみに、現会長の高沢大介さん、会員で現・新発田商工

会議所会頭、佐藤哲也さんのおじいさんがチャーターメンバ

ーであったということであります。 

 当クラブが、スポンサーを務めたクラブは長岡、新津、新発

田、白根、佐渡、新潟東、新潟南、県外の秋田を入れて 8クラ

ブ、そして海外がウラジオ・エコ RCでこちらはコ・ホストというこ

とでありますのでサブスポンサーになります。 

 そして、創立を支援した海外クラブに、ウラジオ RC、ハバロ

フスク RCがあります。 

今月は、会員増強、拡大月間でありますが新潟クラブもスポン

サークラブとして多くのクラブの創立に携わり、ロータリーの拡

大に貢献してきたと改めて感じた次第でございます。本日は、

新発田 RC創立 60周年式典のご報告をさせていただきまし

た。 

(3) ゲストの紹介 

  グローバル奨学生 遠藤悠さん 

遠藤悠さん出発挨拶 

宇尾野 隆会長よりバナー伝達 

(4) ビジターの紹介 

・中村 孝之君（日本ロータリーEクラブ） 

(5) 米山奨学生紹介  

ファム アイン ホアンさん挨拶・奨学金贈呈 
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(6) １００％出席バッチの贈呈 

町田  智君 1年 堀  盛富君 2年 

登坂 直美君 3年  本間 剛三君 3年 

山田  眞君 4年  小田  等君 6年 

内山  清君 26年  小林  悟君 38年 

福地 利明君 42年   

(7) 誕生日お祝い贈呈（７名） 

(8) 結婚記念日お祝いの紹介（３名） 

(9) 野球同好会 山田 隆一キャプテン報告 

８月４日、今週木曜 １８：３０より エコスタジアム室内

練習場にて野球同好会練習を行います。選手の皆

さんはもちろんですが応援見学お待ち致します。１０

月１５日（土）旧新潟市内７クラブ親善野球大会を新

潟クラブのホストでエコスタにて開催致します。夜は

イタリア軒で懇親会です。運営や交流に親睦を通し

てご協力お願い致します。 

(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（ベネファクター） 

徳山 啓聖君 宇尾野 隆君 

米山奨学会寄付発表(若杉 武副委員長) 

新田 幸壽君 高橋 清文君 

青少年育成基金寄付発表(白勢 仁士委員長) 

高橋 清文君 白勢 仁士君 

本間  彊君 浅田 龍一君 

(11) ニコニコボックス紹介 

・中村孝之君 全国的にも高名なロータリアンであります 

小山 楯夫様の卓話例会に出会ったラッキーに Boxしま

す。 

・高橋 康隆君 ゴルフ同好会７月コンペで想像以上の幸

運に恵まれ優勝しました。一緒にプレーした小田さん、竹

田さん、河西さんに感謝して。 

・ニコニコ軍団 新潟まつりが 8/5～8/7開催されます。民

謡流しに参加する企業の方々、神輿を担がれる方々、住

吉祭に参列する皆様、なおご覧になる皆さんもぜひニコニ

コしてください。北陸ガス 敦井、高助 高橋、神輿の佐藤、

白山 小林がまずは七対子します。８/９例会時にお願いし

ます。 

・長谷川秀彦君 8/5民謡流し今年も萬代橋で踊ります。

総勢２５０名で参加です。私は踊らずデｲズニーうちわの配

布です。新潟の街を盛り上げられてニコニコです。 

(12) 柴田 史郎さんへマルチプル・ポール・ハリス・

フェローピン贈呈 

(13) 幹事報告（内田 直紀幹事） 

・田中ガバナー事務局が 8月15日(月)～8月16日お盆休

みになります。 

・納涼例会に前橋クラブさんより頂いたお土産のカリカリ梅、

お帰りにお持ち下さい。 

(14) 「２０１６年規定審議会について」 

小山 楯夫ロータリー情報委員長  

(15) ８月 ２日例会の出席率 ７０．００ ％ 

会員数９５名（出席免除会員 ８名） 

出席者６３名（出席免除会員５名を含む） 

 (2週間前メーク後 ９３．４８ ％) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月１６日 規定休会 

８月２３日の例会予定 

卓話「がんのち晴れ」 

新潟医療福祉大学社会福祉学科 

准教授 五十嵐 紀子氏 

 

新潟ロータリークラブホームページアドレス 

http://www.niigatarc.jp/ 

８月２日 理事会報告 出席者１２名 

１ 職業分類変更依頼 

損害保険ジャパン日本興亜㈱新潟支店  

山田治伸君の職業分類 火災保険を 損害保険

に変更依頼があり承認された。 

２ 入会被推薦者について=承認 

㈱ドコモCS新潟支店長 竹内 一樹君 

（紹介者 宇尾野 隆君、登坂 直美君） 

職業分類 移動通信業 

㈱天朝閣代表取締役社長 古田秀衛君 

（紹介者 宇尾野 隆君、若槻 良宏君） 

職業分類 冠婚葬祭業 

３ ８月のプログラム=承認 

８月 ２日 小山楯夫ロータリー情報委員長 

「２０１６年規定審議会について」 

８月 ９日 卓話「佐渡金銀山の世界遺産登録に

向けて」 

新潟県教育庁 文化行政課世界遺産

登録推進室 室長 北村 亮 氏 

８月１６日 規定休会 

８月２３日 卓話「がんのちはれ」 

新潟医療福祉大学社会福祉学科 

准教授 五十嵐紀子氏 

８月３０日 卓話「地球温暖化対策の取り組 

「新潟県カーボン・オフセット制度」について  

公益財団法人新潟県農林公社  

農地中間管理機構 

（農地集積バンク） 

代表理事 岡村 均 氏  

 

http://www.niigatarc.jp/

