
 

  

  

 

     

 

 

 

 

 

新潟 RC12 月第 1例会 (2016.12.6) №３１６２ 

 

(1) 「君が代」斉唱  

ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

(2) 1994～95年度会長 梁取清助氏が11月11日ご逝

去を悼み黙祷 

(3) 竹石 松次君の話 

お二人の死亡報告 

 ・新潟ロータリークラブの元会員で、1994‐1995年度で会

長を務めた当社元社長・梁取清助氏が十一月十一日肺炎

のため死去しました。九十六歳でした。来年二月十五日、

ホテルイタリア軒で新潟放送によるお別れ会を開催予定。 

 また、今年五月二十四日、当会で「日本人の忘れ物」の

卓話を頂いた北方文化博物館館長、伊藤文吉氏が十月二

十五日肝臓がんのため死去しました。九十歳でした。今月

五日には新潟市のホテルでお別れ会が開かれ、六百人を

超える人が別れを惜しみました。 

(4) 宇尾野 隆会長挨拶 

会長・幹事会・地区運営会議報告 

師走に入りまして、あわただしい季節に入りました。会員の皆

様におかれましても、十分体調管理をしていただきながら、今

年の締めくくりをしていただきたいと思います。11月 15日の例

会で細則改正案のご承認をいただきました。今日の理事会で

12月 1日より実施ということで承認されましたのでご報告申し

上げます。 

本日は、会長・幹事会と次年度地区運営会議についてご報告

をさせていただきたいと思います。12月 1日に旧市内 7RCク

ラブの会長幹事会議が開催されました。 

1月に第 3回地区運営改善検討会が開催される予定でありま

すので、地区事務所の固定化にともなう設置場所を新潟市に

することを旧市内 7クラブと佐渡 RC、佐渡南 RCの第 2分区

9RCの連名で、要望することを確認致しました。 

そして、もう１つの議題でありますが、平成8年、20年前ですが、

新潟市江南区の「まいひら公園」（天野・曽野木の奥になります

が）に旧市内 7クラブ合同で、どんぐりの木を殖樹したそうで

す。 

今では木も大きく育ち、「どんぐりの森」と呼ばれているそうで

すが、そこに 7クラブの合同事業として木の支柱が立てられて

おりましたが、古くなり折れそうで、立て替えを行なうことになり、

各クラブより5000円程度費用分担を行なうことになりました。詳

しい金額は、次回会議で決定する予定であります。 

 次に、先週の土曜日、12月 3日に次年度地区の第 1回運営

会議がホテルオークラで開催されました。新潟クラブからは、

次年度は地区諮問委員、危機管理委員長として石本隆太郎さ

ん、地区職業奉仕委員長として山田隆一さん、地区米山記念

奨学委員長として私が地区の方に行く予定になっていますの

で、この 3名で出席をして参りました。 

 目新しいこととしては、地区クラブ奉仕委員会の中に、クラブ

戦略計画推進委員会を設け、「My Rotary」への登録を次年度、

各クラブの会長・幹事に推奨していくそうであります。そして同

じくクラブ奉仕委員会の中に広報、公共イメージ向上委員会を

設けるそうでありますが、新潟クラブからは竹石松次さんを委

員長として、鈴木仁さん、川下総一さん、務台昭彦さん、玉知

夫さんが委員となり、RCの公共イメージ向上に力を入れていく

そうであります。 

 また、本年度の地区大会で決まりました地区改善検討委員

会を常設の委員会として設置し、各クラブへクラブ運営の 3年

計画の作成を促進するために、地区戦略計画推進委員会を

設置するそうであります。 

 次年度ガバナーは、新潟万代クラブの新保清久さんでありま

す。地区の方も次年度へ向けた準備が本格的になってきたよ

うであります。新潟クラブもできる限り、ご協力をさせていただ

きたいと思います。 

そして、すでにご案内の通り12月20日の例会は、田中ガバナ

ーの公式訪問になります。例会終了後、田中ガバナーをお迎

えしてクラブ協議会を開催致します。 

今年は、なるべく多くの皆様に参加していただきたく、会員全

員にご案内をさせていただきました。是非、ご参加をいただき

たいと思います。  

本日は、12月第1週の例会ということで細則に従いまして年次

総会を開催致します。次年度、次々年度に係わる大事な総会

でありますので、慎重審議をお願い申し上げまして会長挨拶と

させていただきます。ありがとうございました。 

 

(5) 米山奨学生  

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 

坂井 賢一君 ３年  川﨑 嘉朗君  4 

山本 正治君 22年   

(7) 誕生日お祝い贈呈(１４名) 

(8) 結婚記念日お祝いの紹介(３名) 

(9) 委員会報告 

・佐藤 紳一青少年交換委員長より次年度夏期交換募集

について、ドイツの他にアメリカが追加募集なった旨報告 

・玉国際奉仕委員長より世界大会登録について 

２０１７年６月１０日より１４日、米国・アトランタで開催される

世界大会に登録希望される方はクラブで登録しますので

１２月１２日までに事務局へお申込み下さい。 

国際大会に参加する 5つの理由（HPより転載） 

1. 奉仕への熱意を分かちあう 

2. 元気なクラブづくりへの意欲を高める 

3. ロータリー財団 100周年を祝う 

4. アメリカ南部を楽しむ 

5. ホスト組織委員会による特別ツアーとイベントに参加

する 

(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) 

安藤 栄寿君  

米山奨学会寄付発表(若杉 武副委員長) 

登坂 直美君 高橋 清文君 

新田 幸壽君 玉  知夫君 

宇尾野 隆君 竹石 松次君 

青少年育成基金寄付発表(柴田史郎副委員長) 

白勢 仁士君  

(11) ニコニコボックス紹介 

・小飯田 澄雄君 結婚記念日のお花ありがとうございまし

た。２人でニコニコ致しました。 

・浅田 龍一君 BSN竹石社長のお声掛けで実現いたしま

した料亭大橋屋さん１５０周年イベントは伊勢丹店で記録

的な売り上げになりました。美人女将に魅了されたロータリ

ークラブの皆様多数ご来店いただきありがとうございました。

本日最終日です。 

(12) 年次総会開催 

(13) １２月６ 日例会の出席率 ７４．２０ ％ 

会員数９９名（出席免除会員 ８名） 

出席者６９ 名（出席免除会員２名を含む） 

 (2週間前メーク後 ８６．３２  ％) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月２０日の例会予定 

「田中ガバナー公式訪問」 

 

新潟ロータリークラブホームページアドレス 

http://www.niigatarc.jp/ 

 

 

１２月６日 理事会報告 出席者１２名 

1. 年次総会について 

宇尾野会長より年次総会の流れの説明後、本間指名

委員長より次年度理事役員、 

宇尾野会長より次年度監査役について説明があり、

原案通り承認。 

2. 出席率６０％以下会員について 

出席をして頂くようスポンサー会員から言っても

らう。 

但し、その前に「手続き要覧 2016版」において出

席率について確認する必要がある。 

継続審議。 

3. ７RC合同例会について 

原案通り承認 

但し、昨年の案内を配布した為、次回理事会にて今

年度案内等を再提出、報告。 

4. ロータリープレートについて 

英語表記のプレートを日本語＋英語表記のプレー

トで再検討。また、掲示場所もエレベーター横かフ

ロントかを再検討。  継続審議。 

5. 公式訪問クラブ協議会メークアップの件 

メークアップとはしないことで承認。 

6. １２月のプログラム＝承認 

１２月 ６日 年次総会開催 

１２月１３日 卓話「現代の結婚恋愛事情」 

月下氷人 代表取締役社長 小山 淳子氏 

１２月２０日 田中ガバナー公式訪問 

１２月２７日 規定休会 

7. その他 

・７RC共同社会事業「どんぐりの森」支柱建て替

えについて 

新潟クラブが費用負担 １/８(約 5,000 円)する旨、

承認。 

 

 

http://www.niigatarc.jp/


年次総会開催 

 

１） 総会の成立＝会員数９９名のところ６９名の出席で、

定足数は充足（内田直紀幹事） 

２） 宇尾野会長議案説明 

  議案第１号「次年度会長の指名・選出」＝確認 

  議案第２号「次々年度(2018～ 2019年度) 会長

（次年度会長ｴﾚｸﾄ) の選出」 

  議案第３号「次年度役員、理事の選出」 

  議案第４号「次年度監査役の選出」 

 以上４議案です。 

３）議案第１号「次年度会長の指名・選出」＝確認 

 クラブ細則により、徳永 昭輝君を次年度の会長とし

て昨年の年次総会において承認の確認 

４）次年度会長（会長エレクト）徳永 昭輝君あいさつ 

新潟ロータリークラブ次年度（２０１７－２０１８）会長に

指名されました徳永昭輝です。 

まだ現役の産婦人科医として診療をしています。今に

なって伝統ある新潟ロータリークラブの会長としてその

職務を果たせるかと自問自答しているのが正直な気持

ちですが、クラブの運営に支障が内容に勤め上げたい

と思っています。 

信州の山奥、海抜 900 メートルの八ヶ岳のふもとで生

まれ、18歳まで毎日富士山を見て過ごし、新潟に来て

54年が過ぎました。昭和57年、4月から大学から科長・

部長として新潟市民病院に勤務し、地域医療部長を兼

任していましたが、婦人科がん患者さんおターミナルケ

ア―に関わる中で、患者さん中心の医療をしたいとの

思いから新潟市民病院を退職して、平成14年、57歳で

ビッグスワン近くの長潟にクリニックを開設しました。 

以前から高田で開業されていた先輩のロータリアンと

しての生き方にあこがれていたこともあり、2003年1月7

日に新潟ロータリーに入会させて頂きました。 

入会して今日まで、多くの方々に支えられながらロー

タリアンとして活動してきました。 

どうぞ宜しくお願い致します。 

次年度のクラブ運営については、今年 4月、国際ロー

タリー規定審議会で「国際ロータリー定款」、「国際ロー

タリー催促」、「標準ロータリークラブ定款」の改定が行

われましたが、新潟クラブとしてどのようなクラブ運営を

していくのか検討が必要と思っていますが、 

宇尾野会長のもと、定款細則検討委員会が設置され

検討されて、次年度については大きな改定はありませ

んが、役員・理事については若干の改定されることにな

っています。 

この後、役員・理事をご承認して頂くことになりますが、

変更された点は、 

① 副会長は理事を兼ねていましたが、役員として会

長の補佐をする 

② 副幹事は、理事にはならない 

③ 「ロータリー財団委員会」は国際奉仕部門より独立

して理事とする。 

 

新潟ロータリークラブの今後の活動の在り方などにつ

いては、みなさまの意見を聞きながら次々年度に引き

継げるようにしたいと思っています。 

 また、これから新しい役員・理事のみなさんと相談し

ながら、各委員会の委員長、委員をお願いすることに

なりますがどうぞ宜しくお願い致します。 

 昨日、伊藤文吉さんのお別れの会がありました。伊

藤さんの名刺の裏面に「福沢諭吉が使わなかった“社

会”という言葉」の解説が記載されていました。 

 福沢諭吉先生は「ソサエティー」を「仲間」と表現して

いる“。社会とは「損・得」を共有する者同士だけで、構

成するものではなく、相手を思いやる仲間意識が良き

社会に他ならない”と。 

 ロータリー活動も良き仲間同士の出会いの場であり、

思いやりのある運営をしたいと考えています。 

 宜しくお願い致します。 

５）議案第２号「次々年度会長（2018～2019年度) ＝

次年度会長エレクトの選出」 

 クラブ細則により、指名委員会結果を、本間 彊指名

委員長より報告 

・本間  彊指名委員長＝「2018-2019 年度会長候

補」に若槻 良宏君が全員一致で指名（推薦）されたこ

とを報告 

「若槻 良宏君のロータリー歴」 

 

新潟青山法律事務所 代表弁護士 

２００９年１２月１日 入会 

２０１０～１１年 ローターアクト副委員長 

２０１１～１２年 インターアクト委員長 

２０１２～１３年 理事・副幹事 

２０１３～１４年 役員・幹事 

２０１４～１５年 役員・会計 

２０１５～１６年 ロータリー財団委員 

２０１６～１７年 会員増強副委員長 

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 

 

～全員拍手で承認～ 

 

６）次次年度会長 若槻 良宏君ご挨拶 

このたび、次次年度の会長候補者としてご指名いた

だきました。知識も経験も十分でない私に務まるのか甚

だ心もとございませんが、お引き受けしたからには、皆

様の期待に応えられるよう、これまで以上にロータリー

の活動に積極的に参加し、準備を進めてまいりたいと

考えております。引き続き、皆様よりご指導を賜りたくお

願い申し上げます。 

 

７）議案第３号「次年度役員、理事選出」 

 ・本間  彊指名委員長=「役員候補７名」「理事候補

７名」を全員一致で指名(推薦)されたことを報告 

 

～全員拍手で承認～ 

 



８）宇尾野議長＝次年度の役員、理事「当選」を宣言 

 

９）議案第４号＝「次年度監査役の選出」 

・宇尾野会長より次年度監査役に柴田史郎君、田中

堅一郎君を指名（推薦）したことを報告 

 

～全員拍手で承認～ 

 

10）閉会                            

 
2017～18年度新潟ロータリークラブ理事・役員 

役員･会長 徳永 昭輝 

役員･会長エレクト 若槻 良宏 

役員・副会長 細野 義彦 

役員・幹事 織戸  潔 

役員･会計 内田 直紀 

役員・S.A.A. 石川 治壱 

役員・直前会長 宇尾野 隆 

理事・クラブ奉仕A委員長 高橋 康隆 

理事・クラブ奉仕B委員長 本間  彊 

理事・職業奉仕委員長 山本 正治 

理事・社会奉仕委員長 佐藤 紳一 

理事･国際奉仕委員長 樋熊 紀雄 

理事・青少年奉仕委員長 仙石 正和 

理事・ロータリー財団委員長 高橋 秀樹 

監 査 役  柴田 史郎 田中 堅一郎 


