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新潟 RC ３月第 1 例会 (2017.3.7) №３１７３ 

 

(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 

世界ローターアクト週間 

先週は、香港のお客様の開店 2周年イベント出席と営業のた

めに香港へ行ってまいりました。新潟の居酒屋チェーン・よね

蔵グループの海老の髭・香港店の 2周年イベントであります。

イベントのゲストは、昨年 6月の新潟 RCの納会のアトラクショ

ンで篠笛の演奏をしていただいた田村優子さんでありました。 

「新潟の酒と食と芸能の春宴」というテーマのイベントでありま

す。 

そのイベントで香港の方を紹介していただいたのですが、そ

の中に 2名、香港の RCの会長がおられました。1人は香港城

北扶輪社(RC)、香港ではロータリークラブを扶輪社と言うそう

で、扶輪の扶は扶養家族の扶と書き、扶の意味は、わきから支

えて助ける。世話をするという意味であり、もう１つの意味は広

って大きいという意味なので、ロータリーは、わきから支えて助

ける輪、広って大きい輪ということになり、なるほどと納得すると

ころであります。 

その香港城北RCの社長(会長)のヘンリー・リーさん、職業は、

金融と資産管理会社の社長でありました。もう 1人は女性の方

で、沙田(サーティン) 扶輪社(RC)の社長(会長)でジュアナ・レ

ンさん、職業は皮製品のデザイン会社の社長でありました。香

港では RCの会長は名誉であるらしく、2人とも自己紹介で RC

の会長でることをすぐに伝えてきました。2人とも、まだ 30代に

見えましたが、香港の RCは若い人が多く、活気があるそうで

す。海外で邁然にもRCの会員、それも会長にお会いでき喜し

く思いましたが、改めて RCの国際性を感じることができたと思

います。 

 さて、来週 3月 13日は世界ローターアクトの日であります。

そして、RIは 13日を含む 1週間を世界ローターアクト週間とし

ています。 

 ローターアクトクラブは 18歳から 30歳までの青年男女のた

めのロータリークラブが提唱する奉仕クラブであります。通常、

地域社会または大学を基盤としており、地元のロータリークラ

ブが提唱しております。 

 ローターアクトの目的は、青年男女が個々の能力の開発に

当たって役立つ知識や技能を高め、それぞれの地域社会に

おける物質的、あるいは社会的ニーズと取り組み、親睦と奉仕

を通じて全世界の人々の間によりよい信頼関係を推進するた

めの機会を提供することだそうです。 

今日では、約 160ヵ国、約 8000クラブ以上、18万人以上の会

員であるそうです。 

ローターアクトは、その前に創立されたインターアクトクラブ（14

歳～18歳）を卒業するインターアクターをつなぎとめ、継続す

るものとして、1968年に RI理事会の認証を得て、発足しまし

た。 

 世界最初の RACは、米国・ノースカロライナ州のノースシャ

ーロットRCの提唱により、1968年 3月 13日に結成されたノー

スシャーロットローターアクトクラブであります。 

このクラブは、ノースカロライナ大学シャーロット校で企業家を

目指す学生達が中心となって創設されました。RIでは、この 3

月 13日を記念して世界ローターアクトの日としているそうであ

ります。 

 日本最初のRACは、同じく 1968年の 6月1日に創設された

埼玉県の国際商科大学 RACで現在は、川越 RAC となってい

ます。 

 今月は、是非RACとの交流をもち、絆を深める機会にしてい

ただきたいと思います。3月 14日と 3月 28日が RACの例会

であります。イタリア軒で 19時 30分からです。お時間がありま

したら、ご参加いただきまして交流をしていただきたいと思い

ます。以上をもちまして会長挨拶とさせていただきます。 

 

(3) 米山奨学生  

ファム アイン ホアンさん挨拶・奨学金贈呈 

 

(4) １００％出席バッチの贈呈 

本多 晃君 １年 吉田 和弘君 ３年 

小飯田澄雄君 ７年 宇尾野 隆君 ９年 

山田 隆一君 22年 塚田 正幸君 25年 

白勢 仁士君 26年 得永 哲史君 33年 

本間  彊君 38年   

 

 2016-17年度 

国際ロータリー会長 

ジョン F．ジャーム 
 

2016～17年度 
新潟ロータリークラブ会長 

 
宇尾野 隆  

 
 

2016-17年度 

国際ロータリーのテーマ 

 



(5) 誕生日お祝い贈呈(１０名) 

(6) 結婚記念日お祝いの紹介(１３名) 

(7) 委員会報告 

・徳永昭輝会長エレクトより次年度組織について 

本日、次年度委員会表を配布させて頂きました。各委

員長にはお願いしたい内容を記載した依頼状を郵送

させて頂きますので、ご協力の程お願い致します。 

(8) 各種ご寄付の発表 

米山奨学会寄付発表(小林 敬直委員長) 

若杉 武君 竹石 松次君 

宇尾野 隆君 高橋 清文君 

徳永 昭輝君 小林 敬直君 

青少年育成基金寄付発表(白勢 仁士委員長) 

若杉 武君 本間  彊君 

白勢 仁士君  

(9) ニコニコボックス紹介（堀 盛富委員長） 

・松本 英明君 震災から丸６年が過ぎようとして居ます。

新潟の皆様に助けられて今では気持ちも新潟県民になり

ました。今後とも宜しくお願いします。皆様の友情に感

謝！！ 

・佐藤 紳一君 3/3お花が自宅へ。大事に大事に段ボー

ルに入れ育てています。毎年有難うございます。 

・鈴木 滋弥君 昨日のがんセンターでの検診結果に安心、

ニコニコします。 

・山田 浩之君 先週の結婚記念日の御祝に続き、今週は

誕生日においしいワインを頂きました。２週続きでありがとう

ございました。 

・内山 清君 結婚記念のお花、ありがとうございました。 

(10) 幹事報告（内田 直紀幹事） 

・３月９日に開催されます「夢は牛のお医者さん」上映会、

ご出席の方はメークアップ扱いとすることが理事会で決定

されました。ご出席希望の方は事務局へお知らせくださ

い。 

(11) 会員スピーチ「ＡＩとＩｏＴが創る未来の社会」 

東日本電信電話株式会社  

新潟支店長 山本 健一君 

 

(12) ３月 ７日例会の出席率 ７６．８４ ％ 

会員数 ９９名（出席免除会員 ８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 ８８．０５ ％) 

３月２１日の例会予定 

卓話「シネ・ウインド３２年目・今の仕事」 

シネ・ウインド 代表取締役 齋藤 正行氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟ロータリークラブホームページアドレス 

http://www.niigatarc.jp/ 

 

３月７日 理事会報告 出席者１２名 

 

1 後藤司郎さんの出席規定免除の件 

出席免除が承認された 

2 夢牛上映会のメークアップ扱いについて 

理事会の裁量で決定すべきとの意見が一致し、 

夢牛上映会メークアップ扱いとすることが承認された。  

3 ３月のプログラム=承認 

３月 ７日 会員スピーチ 

「ＡＩとＩｏＴが創る未来の社会」 

   東日本電信電話株式会社 新潟支店長 山本健一君 

３月１４日 卓話[世界のロータリークラブの巡礼] 

RGAN OIL Co.Ltd 代表取締役 立川 龍雄氏 

(新潟東RC) 

３月２１日 卓話シネ・ウインド３２年目・今の仕事 

            シネ・ウインド 代表取締役 齋藤 正行氏 

３月２８日 会員スピーチ 

「揺れる欧州はどこへ～統合の行方とその影響」 

日本放送協会 新潟放送局 局長 鈴木 仁君 

4夜例会の持ち方について 

会長よりその議題の趣旨の説明がありこの案件に関し 

その年度の理事会の裁量で方針を明確にする必要があ

る、またその年の理事会の判断に基づくといった見解で

一致した。 

 

報告事項   

浪江RC訪問（4/20）の件 宇尾野会長より以下の内容

が報告された 

現在日程を確認中 会長と社会奉仕委員会にて訪問を

予定する。 

 

次年度委員会組織について 徳永次年度より説明があ

り本日の例会にて掲示報告することが承認された。 

http://www.niigatarc.jp/

