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(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
ロータリー親睦活動月間

集いであります。旭川空港 RC、成田コスモポリタン RC、松本
空港 RC、東京羽田 RC、名古屋空港 RC、広島空港 RC、佐賀
空港 RC の 7 クラブであります。
地元空港を語り合う＝自慢し合うことにより友情の輪を広めて
いるそうです。

さて、6 月に入りました。今月は、ロータリー親睦活動月間であ 飛行機好きの方には魅力的な交流かもしれません。
ります。観桜例会のときに、全国のさくらという名前の付くロー
最後に、7 ベイ RC 友好会を紹介します。日本には「ベイ」と
タリークラブが友好 RC となり、日本さくらロータリー会を結成し、 名の付く RC が 7 つあるそうです。年に一度、集まり近状報告
毎年交流会を通して親睦を深めているというお話をしましたが、 や活動を話し合う「7 ベイ RC サミット会議」を開催しているそう
他にも共通点のある RC が全国から集まって交流しているよう です。
であります。
参加は、釧路ベイ RC、館山ベイRC、浦安ベイ RC、東京ベイ
いくつかご紹介させていただきたいと思います。
RC、横浜ベイ RC、鈴鹿ベイ RC、神戸ベイ RC の 7 クラブであ
ります。毎年、開催地のホストクラブに他の 6 クラブが社会奉仕
岡山に「烏城」と称される岡山城、岐阜に別名「稲葉山城」と
助成金を送り、地域の為の奉仕活動を行なっているそうであり
呼ばれる岐阜城、長野には国宝・松本城があり、それぞれの
名を冠したロータリークラブが集まる交流会があります。その名 ます。
も「お城ロータリークラブ交流会」であります。

このように RC は、様々な交流の方法があるようです。是非、
当初は、岡山城 RC、岐阜城 RC、松本城 RC、大阪城 RC と 4 皆さんもクラブ内での交流は、もちろん、他クラブとの交流も図
クラブでしたが、現在は、大阪城RC が国際ロータリーを脱会し って友達をたくさん作っ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たいと思います。
たため 3 クラブで交流を行っているそうであります。
次に、日本国内モーニングロータリークラブという交流会があ
るそうです。
モーニング RC という名称ですので朝例会を持つクラブで、
午前 7：30～午前 8：30 または、午前 8：00～午前 9：00 が例会
時間だそうです。
参加 RC は旭川モーニング RC、札幌モーニング RC、川口
（埼玉）モーニング RC、青森モーニング RC、京都モーニング
RC の 5RC であります。こちらも友好クラブであります。
3 番目は、「川クラブ友好の集い」という交流会であります。参
加RC は、和歌山県粉川RC、京都桂川RC、兵庫県芦屋川RC、
川西豬名川 RC、西宮夙川 RC、宝塚武庫川 RC、岡山旭川 RC
の 7 クラブであります。
いづれも「川」という名が付き、地域的にも川と関わりがあり、川
の環境保全に関心があるクラブで毎年、ダム見学や川下りな
どで交流し親睦を深めているそうであります。次に、全国空港
RC フォーラムという交流会であります。空港名を冠した RC の

(3) 米山奨学生
ソド チャンドマニチメグさん挨拶・奨学金贈呈
(4) １００％出席バッチの贈呈
玉 知夫君

５年

(5) 誕生日お祝い贈呈(５名)
(6) 結婚記念日お祝いの紹介(５名)
(7) 委員会報告
・岡村親睦委員長
６月２７日に浪江 RC との友好クラブ締結式・納会が開催
されます。是非、参加下さい。２５日に開催されます親
睦ゴルフコンペのご参加、賞品提供も宜しくお願い致し
ます。

(8) 同好会報告
吉田 和弘料理研究会幹事よりご案内
第 21 回 料理研究会は 7 月 7 日（金） 18 時～ に変
更になりました。
新潟調理師専門学校（新潟市中央区東幸町８－８）
会費 お一人 3,000 円
夏らしい料理をご案内します。初めての方、大歓迎で
す。
連絡先 kazu-y_ncts88@pro.odn.ne.jp

(9) 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
米山奨学会寄付発表
高橋 清文君

吉田 和弘君

徳山 啓聖君

宇尾野 隆君

青少年育成基金寄付発表(柴田 史郎副委員長)
高橋 清文君

柴田 史郎君

(10) ニコニコボックス紹介（堀 盛富委員長）
・鈴木 仁君 一年間大変お世話になりました。ずっと新潟
にいたかったのですが思いもかけず離れることになり、涙
交じりの感謝のニコニコです。
・２０１６-１７年度幹事会（どんぐりの会）宇尾野会長、内田
幹事さん、ありがとうございました。
・岡田茂久君 本日、大学院のクラスメイトのチャギーさん
（ソドさんのニックネームです）を歓迎してニコニコします。
また、前回、大学院の授業でチャギーさんと私で「企業研
究」をしなければならない旨をご報告させて頂きましたが、
塚田牛乳の塚田社長にお願いをしたところ、快く、江南区
木津の工場見学をさせて頂くことになりました。16 日（金）
にお邪魔させていただきます。塚田社長ありがとうございま
した。心より感謝申し上げます。
・石橋 正利君 先週はカーブドッチの掛川さん、今週はウ
ィングの樋山さんと卓話のゲストをお呼びすることが出来ま
した。お二人に感謝してニコニコします。

６月６日 理事会報告 出席者９名
1 退会届け（5 名）の件＝承認
・介護老人保健施設江風苑施設長 横山芳郎 君
・㈱BSN ウエーブ 代表取締役社長 近藤 正典君
・㈱BSN アイネット 川﨑 嘉朗君
・NHK 新潟放送局局長 鈴木 仁君君
・(株)エフピーエム 取締役新潟支店長 高橋 清文君
2 青少年育成基金贈呈について＝承認
・推薦先 新潟市保護司会連絡協議会
会長 大橋 毅 氏
・推薦者
五十嵐 恵子
・推薦理由 同協議会は、更生保護の充実発展に寄与す
ることを目的にＨ19 年に設立。同会長の青少年更生へ
向けた地道で熱心な活動を評価。
・授与式
平成 29 年 6 月 20 日（火）例会時
・金額
30 万円（目録贈呈）
3 ６月のプログラム＝承認
6 月 6 日 卓話「経営品質向上活動で何が変わったか」
株式会社ウイング
代表取締役 樋山 証一氏
6 月 13 日 会員スピーチ
株式会社ドコモＣＳ
新潟支店長 竹内 一樹氏
6 月 20 日 卓話
株式会社スノーピーク 代表取締役社長 山井 太氏
6 月 27 日 浪江 RC 友好クラブ締結式、納会
１７時３０分開会 於 イタリア軒
4 その他
浪江クラブとの友好クラブ締結式について＝承認
・締結式は 6 月 27 日の納会の中で、執り行う。
・浪江クラブからは、10 名程度出席予定 （宿泊 イ
タリア軒）
・友好クラブ締結に至った経緯を佐藤紳一君より発表
・当クラブの締結者は、竹石 松次直前会長

(12) ６月６日例会の出席率 ７１．７４ ％
会員数 ９８名（出席免除会員９名）
出席者 ６６名（出席免除会員３名を含む）
(2 週間前メーク後 ８５．１１ ％)

(11) 卓話「経営品質向上活動で何が変わったか」
株式会社ウイング 代表取締役 樋山 証一氏

６月２０日の例会予定
卓話 “スノーピーク
「好きなことだけを仕事にする」経営”
㈱スノーピーク 代表取締役社長 山井 太 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/

