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(1)

ロータリーソング「それでこそロータリー」斉唱

ぎそばで昼食、小千谷総合産業会館で小千谷袖の実演を見
学、その歴史を学んでもらいました。そして蓬平温泉へ移動、
高龍神社を参拝しました。夜は、蓬平温泉、和泉屋で懇親会

(2) 宇尾野 隆会長挨拶
今月のロータリー
今日は、今月のロータリー（9 月）ということで今月、私の身近
にあったロータリー活動のお話をご報告をさせていただきたい
と思います。 まず 9 月 3 日に新潟西クラブがホストで、ホテル
オークラにおいて IntercityMeeting が開催されました。新潟クラ
ブからは、20 名の参加をいただきました。馬場伸行がバナー
補佐のご挨拶で始まり、その後、アナウンサーで、スポーツキ
ャスターの深澤弘氏より、「たかが野球、されど野球」という演
題で講演がありました。深澤氏は、ニッポン放送でプロ野球中
継、1600 試合、長嶋茂雄の引退試合の中継も行ない、長嶋茂
雄はじめ、王貞治などプロ野球の名選挙との交流が深く、一流
選手は基本を大切にしていること、最近のプロ野球球団は日
ハム、楽天、DeNA など、地元を大切にしている球団が、観客
動員数を伸ばして、地元ファンをあまり見ていない球団は、入
場者を減らしているなど、本年度 2560 地区の「基本を学び、地
域と共に」というテーマに合ったお話を伺いました。講演の中
で、当クラブ竹石さんのお名前が DeNA のお話の中で出てま
いりました。その後、弦楽四重奏の演奏のあと、交流会に入り、
第２分区 9 クラブのメンバーと交流を計ってまいりました。その
夜は、写真がありませんが、塚田さんのお宅で、新潟 RAC 有
志のバーベキューの会があり、参加をしてまいりました。
翌 9 月 4 日・5 日と、地区の米山奨学委員会の委員ということ
で、米山奨学生の研修旅行に参加をしました。この旅行は、米
山奨学生となった留学生に、日本の文化を学んでもらうためと、
普段あまり会う機会のない奨学生同志とカウンセラー、米山奨
学委員の交流をはかるために毎年行われています。当クラブ
からはアインさんも参加しました。参加者は、奨学生、カウンセ
ラー、米山奨学委員の合計 49 名でありました。はじめに朝日
酒造で、日本酒の製造工程を説明してもらったあと、工場見学
をさせてもらいました。次に、高徳稲荷大社を参拝、奨学生に
は日本式のお参りの仕方、2 礼、2 拍手、1 礼の方法を学びお
参りをしてもらいました。そのあと、小千谷に移動、わたやのへ

が開催され、田中ガバナーにも、駆けつけていただきご挨拶
をしていただきました。この旅行で奨学生の結束も固まり、ロー
タリアンとの絆も深まったと思います。
翌週の 9 月 11 日には、恒例の交通遺児を励ます事業という
ことで白根の中村観光果樹園で「葡萄・梨狩りとバーベキュー
の集い」が社会奉仕委員会のもと開催をされました。当クラブメ
ンバー12 名、交通遺児家庭、3 家族 8 名の参加がありました。
中村観光果樹園の社長より、説明を受けた後、美味しそうで、
大きなものを選びながら、子供達は楽しそうに葡萄と梨を取っ
ていたと思います。その後、バーベキューを楽しみ、最後にビ
ンゴゲームを行ない、解散となりました。本間大委員長、小林
委員長はじめ社会奉仕委員会の皆さん、参加されたメンバー
の皆さんお疲れ様でした。
9 月 17 日は、新潟市の Step で第 2 回目の地区運営検討会
が開催され、私と内田幹事で出席をしてまいりました。参加者
は、前回と同様、田中ガバナーはじめ、地区スタッフ、ガバナ
ー補佐、地区運営改善検討委員会のメンバー、56 クラブの会
長、幹事であります。議題は、引続き「地区事務所の固定化」と
「ガバナー選出基準一分区輪番制」、「地区運営検討会の常
態化」でありました。
前回からの追加提案として、
1、ガバナー負担軽減策として、公式訪問のスリム化を検討。
例えば、分区単位の訪問。
2、ホストクラブの負担軽減策として、今までのクラブ単位から
分区の協働へ転換する一分区を代表してガバナーを選出す
るなどが掲げられました。続いて分区単位でのグループディス
カッションが行なわれ、各分区の意見は次のとおりであります。
第 1 分区
①地区事務所の固定化一反対あるものおおむね賛成、地
区事務所は県央がいい
②ガバナー分区輪番制→再検討の必要性あり
第 2 分区
①地区事務所の固定化は賛成、場所は新潟市

②ガバナー輪番制は、第 2 分区だけ 1 ローテーションで
2 回なので再検討の必要あり
③地区運営検討会の常態化は賛成、委員の選考、各分区か
らの委員選出方法など考える必要がある
④総論賛成であるが各論で反対ということでこの先結論が出
ない可能性がある
第 3 分区
①地区事務所固定化は、賛成だが場所は新潟市又は県内
2～3 ヶ所の拠点が必要
②ガバナー輪番制は、少クラブには無理がある。また、輪番
なので、次回順番がくるまでにチャンスを逃す人が出てくる
③運営検討会は、上・中・下越でそれぞれ事務所をもち、密
に意見交換する体制がよい。この 3 点に関しては、もっと時間
をかけて議論する必要がある
第 4 分区
①地区事務所固定化は賛成、県央地区で
②地区事務所のスリム化、事業をイベント会社に委託するこ
とも考えられる
第 5 分区
①ガバナーの負担は大きいので、分区単位で IM を公式訪
問にしても良いと思う
②地区事務所の固定化、 長岡市という意見があるが、新潟
県は細長いので固定化には反対
第 6 分区
①地区事務所の固定化は賛成であるが 2 ヶ所でもいいと思
う。 1 ヶ所なら県央地区
②ガバナー輪番制は賛成。分区に選出方法のルールを決
める権限を与えてほしい
③地区運営検討会常設は賛成
第 7 分区
①地区事務所は長岡市

(4) 各種ご寄付の発表
米山奨学会寄付発表(新田 幸壽委員)
徳山 啓聖君

新田 幸壽君

青少年育成基金寄付発表(五十嵐幸雄委員)
白勢 仁士君
本間

若杉

武君

彊君

(5) ニコニコボックス紹介（伴 昭彦委員）
・田中 克典君 ゴルフ同好会 9 月例会で優勝させて頂き
ました。福地 利明さん、高橋 康隆さん、小飯田 澄雄さ
んという素晴らしいメンバーに恵まれまして優勝できニコニ
コです。幹事の吉田和弘さんの段取りがあっての優勝でし
た。感謝致します。
・本多 晃君 一昨日、ロータリーのゴルフコンペが行われ
た隣のコースで開催された産婦人科のコンペで優勝しまし
た。14 番のティーショットが林に入りキャディと探したところ、
ヘビに遭遇し、その為か 15 番でバーディーをとりました。
今後は林に打ち込んだ際、ヘビを探そうと思います。
・鈴木 仁君 先日のＲＣゴルフコンペで 7位となり、人生初
めての”賞金“をいただきました。ハンディに恵まれたおか
げで、恥らいながらのニコニコです。結婚記念日のお花の
お礼も兼ねまして。
・若杉武君 先回のゴルフ例会ではぺリア方式と高齢者優
位で二位になりました、ラッキー！そこでニコニコします。
・龍田 晃一君 31 回目の結婚記念日のお花が届きました。
ありがとうございます。31 年のうち、約半分が単身赴任生活
です。（笑）
・岡田茂久君 今週末の 10 月 2 日（日）18：00 より、昨年も
好評いただきましたイタリア フィレンツェの名店「リストラン
テ・ダ・リーノ」のシェフ 二コラ氏を招いての特別賞味会を
開催致します。新潟ロータリークラブの皆様には、今回特
別にご案内をさせて頂きます。会終了後に、ご希望の方に
はお出口で係の者がご案内を致しますので、是非この機
会に、本場の美味しいイタリアンをご賞味下さい。

②ガバナー輪番制は賛成。
各分区の意見は以上でありますが、田中ガバナーはじめ、
地区運営改善検討委員会としては、事務所のエリアなど詳
細は次年度以降の検討として
①ガバナー事務所の固定化

(6) 卓話「北東アジアの経済と現状」
公益財団法人環日本海経済研究所 調査研
究部長 新井 洋史氏

②ガバナー輪番制の方行性のみ、今年は検討してもらい、
11 月5 日の地区大会で賛成していただきたいという要請であり
ました。
当クラブとしても 10 月の理事会等で討議し結論を出してい
きたい思います。
本日は「今月のロータリー」として今月私の身近にあったロ

(7) ９月２７日例会の出席率 ７１．１４ ％
会員数９８名（出席免除会員 ８名）
出席者６９名（出席免除会員７名を含む）
(2 週間前メーク後 ８０．４２
％)

ータリー活動についてお話させて頂きました。
(3) 吉田和弘ゴルフ同好会幹事より結果報告
9 月 25 日 紫雲ＧＣにて開催
優勝 田中克典さん、準優勝 若杉武さん
三位 河西 弘太郎さん

１０月１１日の例会予定
ブルボンウォーターポロクラブ柏崎
ゼネラルマネージャー

青 栁

勧 氏

