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新潟 RC ４月第 1 例会 (2017.4.4) №３１７７ 

 

(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 

母子の健康月間 

3月 29日に国連のグテレス事務総長は、日本人の中満泉、次

期軍縮担当上級代表（国連事務次長）に任命すると発表しまし

た。事務次長は、事務総長・副事務総長に次ぐポストでありま

す。中満泉さんは、ロータリー財団の国際親善奨学生として、

ジョージタウン大学で学んだ財団の学友であります。ロータリ

ー財団 100周年の年に、学友がロータリーの重点分野の 1つ、

平和と紛争防止に貢献するポストにつかれたことを誇りに思い

ますし、喜しいかぎりであります。そして今月、国際ロータリー

ではその重点分野の 1つ「母子の健康月間」であります。私達、

日本に住んでいるものにとって、あまりピンとこないテーマであ

りますが、世界では、疾病や栄養失調、不十分な医療、不適

切な公衆衛生が原因で命を落とす 5歳未満の子供の数が、毎

年 700万人以上だそうであります。このロータリーの「母子の健

康に関するプロジェクト」は、以前、お話をした国連と国際ロー

タリーとの協力関係の１つであります。それは「持続可能な開

発目標：あらゆる年齢のすべての人の健康的な生活を確保し、

福祉を推進する」という目標への取り組みであります。その取り

組みは、乳児への予防接種や医療ケアの状況を改善し、専門

の医療提供者による母子への対応を支援しています。出産時

死亡率のおよそ 80％は、専門的なヘルスサービスと、専門医

療従事者のケアを受けることで予防できるそうであります。ロー

タリーが実施するこのプロジェクトの目的は、教育・予防接種・

出産用器具・移動診療所を提供し、このような理念を支援する

ことであります。このプロジェクトの一例として次のようなものが

あります。 

〇フィリピンのメトロ・イースト・タイタイ・ロータリークラブでは、

医療従事者のグループを提供し、医療を受けることのできない

女性 100人を対象に無償の医療サービスを提供。 

〇ナイジェリアのポートハ－コ－トGRAロータリークラブでは、

120世帯以上の母子に対し、無償の医療ケアを提供。 

〇ウガンダのカンパラ・ローターアクトクラブでは、毎年地域内

で「母子を救おう」 

と題したプロジェクトを主催、例えば妊娠中の母親に情報

を与え、子宮がん検査、家族計画アドバイス、HIV/AIDS検

査やカウンセリングを実施しています。 

〇ハイチでは、西半球で妊産婦と幼児の死亡率が最も高

い国であり、女性の 91％が自宅で出産することから、最大

12名のスタッフが乗車できる完全装備の医療用ジープを

ハイチ各地に一台ずつ提供しています。 

 このように世界各地で、その国によって重点とする奉仕活

動が異なるわけですが、ロータリーは人類世界に対する奉

仕活動をまじめに行なっていると思うところであります。  

本日は、ロータリー母子の健康プロジェクトについてお話を

させていただきました。 

 

(3) ゲストの紹介 

キリンビール㈱新潟支社長 森下英樹さん 

新潟明訓高校 

インターアクトクラブ顧問  斎藤圭太先生 

新潟明訓高校インターアクター 

山本ひなた さん、山宮香奈 さん、佐藤舞香 さん 

(4) 退会のお知らせ（会長より） 

キリンビール新潟支社長でいらっしゃいました山本 

泰仁さんが転勤につき退会されます。ご挨拶は、後程

お願いいたします。 

(5) １００％出席バッチの贈呈 

山田 浩之君 １年  清水康次郎君 １年 

鸙野 幸規君 ２年  新田 幸壽君 ２年 

山本 康仁君 ２年  岡田 茂久君 ３年 

織戸  潔君 ５年  細野 義彦君 ７年 

田中 克典君 ７年  高橋 清文君 ９年 

佐藤 紳一君 16年  柴田 史郎君 17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 

 



(6) 誕生日お祝い贈呈(７名) 

(7) 結婚記念日お祝いの紹介(９名) 

(8) 新潟明訓高校インターアクター海外研修報告 

(9) 各種ご寄付の発表 

米山奨学会寄付発表(若杉 武副委員長) 

徳山 啓聖君 若杉  武君 

青少年育成基金寄付発表(白勢 仁士委員長) 

柴田 史郎君  

(10) ニコニコボックス紹介（堀 盛富委員長） 

・小田 等君 結婚記念日の花が届きました。カラク

リは、とっくにバレていますが、妻は喜んでおります。 

・秋山 博一君 新潟明訓高校インターアクトクラブ

顧問、斎藤先生、インターアクター 山本さん、山宮

さん、佐藤さんをお迎えしてニコニコします。本日は

３月に台湾で開催された海外研修の報告を楽しみに

しています。 

・山本 泰仁君 一番搾り新潟に乾杯が本日発売とな

ります。今年も自信作ができましたので、ご期待下さ

い。又、本日の例会が最後となります。２年間皆様に

ご支援頂き充実した新潟ライフを送れました。感謝の

念を込めてニコニコします。 

・岡田 茂久君 この度、私４６才にして仙石学長の

事業創造大学院大学にめでたく合格し入学すること

になりました。この春より大学院生としてニコニコし

ます。仙石学長２年間宜しくお願いします。 

 

(11) 幹事報告（内田 直紀幹事） 

前橋クラブ観桜会ご出席の方は、例会終了後、イタリ

ア軒前よりバスにご乗車願います。 

 

(12) 会員スピーチ「お待たせしました、 

本日発売！キリン一番搾り 新潟に乾杯」 

 キリンビール㈱直前新潟支社長 山本 泰仁君 

 

(13) ４月４日例会の出席率 ７５．２７ ％ 

会員数 ９６名（出席免除会員 ８名） 

出席者 ７０名（出席免除会員５名を含む） 

 (2週間前メーク後 ７８．２６ ％) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月１８日の例会予定 

卓話 ㈱バウハウス 代表取締役 肥田野 正明氏 

 

新潟ロータリークラブホームページアドレス 

http://www.niigatarc.jp/ 

４月４日 理事会報告 出席者９名 

 

1 新会員推薦について=承認 

・第一生命 新潟支社 支社長 池上 茂樹君 

職業分類 保障保険 

推薦者 樋熊 紀雄君、本間  彊君 

・㈱Ｐｒｏｎｔ Ｎｅｔ代表取締役社長 小木 将綱君 

 職業分類 情報サービス 

 推薦者 高橋 秀松君、宇尾野 隆君 

・㈱千代田開発 代表取締役社長 佐藤 邦栄君   

 職業分類 不動産業 

推薦者 高橋 秀松君、宇尾野 隆君 

2 退会届について=承認 

第一生命保険㈱ 新潟支社支配人支社長 長谷川 秀

彦君（3/15） 

岡三にいがた証券(株) 取締役会長兼社長 武宮 健

二郎君（3/31） 

新日鐵住金㈱  新潟支店支店長 龍田 晃一君

（3/29） 

キリンビール㈱ 新潟支社支社長 山本 泰仁君（4/5） 

3 ４月のプログラム＝承認 

４月 ４日 会員スピーチ 

キリンビール㈱新潟支社長 山本 泰仁君 

（例会後、前橋クラブ合同観桜例会参加者はバスにて移

動。） 

４月１１日 観桜例会  

１７:３０ 受付 １８:００開会 於 イタリア軒 

４月１８日 卓話  

株式会社バウハウス 代表取締役 肥田野 正明 

４月２５日 卓話  

「しろねの大凧の歴史と凧の魅力について」 

新潟県なりわいの匠「凧」日本凧の会 

会員  遠藤 裕巳氏 

5 報告事項 

・ ２月２３日合同例会収支報告の資料が幹事より報告

されたた。 

・ ４月１３日浪江ＲＣ訪問 宇尾野会長より訪問の内

容が報告がなされた。９時出発 

・ 地区予算について石本理事より説明があり、地区予

算書の決議の流れや、表記の特徴的な点や、特別会計な

どの大きな金額の予算を注目すべきとの説明があった。 

 

http://www.niigatarc.jp/

