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新潟 RC ７月第 1 例会 (2017.7.4) №３１８９ 

 

(1) 「君が代」斉唱  

ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

(2) 徳永 昭輝会長挨拶 

 伝統ある新潟 RCの第１例会において会長として挨拶数 rこ

とを誇りにオムと同時に、その責任の重さを感じています。この

１年間、地域のニーズに応えられるように職業奉仕、社会奉仕

活動を通して、会員間の親睦を深め、楽しく充実したクラブ活

動が出来るように努力していきたいと思います。会長としての

活動目標・方針について述べさせていただきます。新潟RCは、

1940年(昭和 15年)4月 23日、東京 RCをスポンサークラブと

して、イタリア軒で発足式が挙行され、5月 29日に RIより正式

に加盟が承認され、29名のチャーターメンバーで、日本で 36

番目のクラブとして発足しました。しかし、9月 10日、戦争の混

乱、大日本青年党(右翼団体)よりの解散要求などの国際親善

に疑いの目を向けられ、不当な圧力などがあり新潟 RCも米山

梅吉氏と同一行動をとり解散を決議。その後、旧新潟 RC会員

の多数の熱望により「新潟火曜クラブ」を創設して12月11日に

イタリア軒で発会式を挙行し活動していました。悪夢のような第

2次大戦が終わり、国際的友好関係の復活と同時に、1947年

(昭和 22年)4月 23日「新潟火曜クラブ」を解散、RC再編の準

備に取り掛かり、1949年（昭和 24年）10月 25日再度東京 RC

をスポンサーとして待望の再建発会式をイタリア軒で挙行、新

たなロータリークラブ活動をスタートさせ、今の新潟 RCとして

活動が継続されてきています。2010年（平成22年）、小林敬直

会長、伴昭彦実行委員長の下、創立 70周年記念例会・祝賀

会が行われました。小林敬直会長は「発足以来 70年、新潟

RCは“地域への奉仕、国家への奉仕、そして世界への奉仕”

と、ひたすら地道に絶えることなく、奉仕の灯りをともし続けて

きました」と述べ、奉仕活動の集大成として「70年という大きな

節目を迎えることができた」とし、多くのクラブの設立をお手伝

いし、姉妹クラブ、友好クラブとの交流を通じて“友好の輪”を

広げてきた 70年の歩みを称え、さらなる RCの奉仕活動に邁

進する」と述べています。新潟ロータリークラブの歩みについ

ては、今後も例会の場で紹介し、新潟 RC の伝統を守りながら、

新たなクラブの在り方などについて会員の皆様と考えて行きた

いと思っています。 2017-18年度、国際ロータリー、イアン

H.S.ライズリー会長は、本年度のテーマを「Rotary Making A 

Difference;変化をもたらす」を掲げ、2560地区の新保清久ガバ

ナーは、「クラブと地区の変革を目指そう；Making A Difference 

In My Club and Our District」をテーマに、地区の目標として

「時代に追いつくクラブと地区の変革に取り組む」方針を提示

しています。地区の目標・方針に協力するクラブの運営を推進

します。同時に、会長としての新潟 RCのテーマを、「楽しみ、

親睦を図り、進んで行動を！（Enjoy and Promote Friendship、 

make Action）」と致しました。 

【全員参加のクラブ運営を目指します】 

理事会の決定がクラブの方針となります。親睦を深め、信頼し

合える仲間を作りましょう！ 

①積極的に意見を述べ合って、行動を起こしましょう！全会員

が例会で“3分間スピーチ”をできるようにします。②委員会活

動を積極的にしましょう。Fire Side Meeting(炉辺会議)、Informal 

Meeting(家族会議)を推奨します。 

③OBロータリアンとの交流を深めよう！あの時、こんなことが

あった・・・・。 

④新潟 RCの問題点は無いか・・・・。 

【具体的な取り組み】 

地域に根ざした奉仕活動を目指し、新たな取り組みとして 

①例会の食事を予約制にします。第 3週は、カレー＆ハヤシ

ライスとし、余剰金を各種寄付に(財団、米山、青少年)。 

②ミャンマーの医療支援に取り組みます。 

③新潟 RCの社会奉仕事業として「植樹事業」に取り組みま

す。 

④友好クラブ「浪江 RC」との具体的な交流活動に取り組みま

す。 

【各委員会の事業推進・実践に向けて】 

①各委員会の事業計画が円滑に行われるように、ファイアー

サイドミーティングを推奨し、補助金を一人 1回 3000円としま

す。 

②“出前事業”を推進し、新潟RC独自の職業奉仕事業を目指

します。 

③会員化の議論を深め、将来の RCの在り方についてコンセ

ンサスが得られるよう努力します。 

④国際交流に努力します。香港島東 RCの例会への参加、 

2018.6.23.-27.カナダオンタリオ州トロントの国際大会への参

加。 

【新潟クラブの問題点は？】 

①会員校正の年齢格差：シニア会員への配慮は？ 

           若いロータリアンの加入 

 2017-18年度 

国際ロータリー会長 

イアン・ライズリー 
 

2017～18年度 
新潟ロータリークラブ会長 

 
徳永 昭輝  

 
 

国 際 ロ ー タ リ ー

2017-18年度テーマ 



②新潟 RCの 2世会員を新潟 RCへの入会は？ 

③女性会員を迎え入れる時期に来ている？ 

1917年 1月 15日から 21日、アメリカのサンディエゴで開

催された国際会議では、「ロータリーは世界を変える行動

人である！」、関心を持ち行動しよう！ロータリアンの価値

は、“奉仕・友情・誠実・信頼性”である。ロータリアン 1人 1

人が「人生を変える経験となる年度の始まり」としてのスター

トを訴えています。事務局の大倉美智子さん、中野正美さ

ん、今泉雅子さん、ピアノ演奏の濱田道子さん、この 1年宜

しくお願い致します。 

1年間、会員全員が健康で、楽しく、親睦を深め、行動（奉

仕活動）が出来るようご協力をお願い致します。 

(3) 地区奨学生和田直さん紹介・挨拶 

(4) 米山奨学生  

ソド チャンドマニチメグさん 奨学金贈呈 

(5) １００％出席バッチの贈呈 

山本 健一君 １年  大澤  強君 4年 

若杉  武君 ８年  高橋 秀松君 9年 

樋熊 紀雄君 18年  木滑 孝一君 22年 

(6) 新会員の紹介 

 

 

 

 

はじめまして。このほどＮＨＫ新潟放送局局長に着任いた

しました、矢野達史と申します。生年は前回の東京オリンピ

ックが開催された1964年です。ＮＨＫに入局したのは1988

年です。地域放送に関わっていきたいという思いが強く、

振り出しこそは本部の報道局だったのですが、その後は、

京都局、札幌局、長野局、新潟局と、地域局の経験は同期

の中では多い方だと自負しております。新潟局経験がある

先輩・同僚からは揃って「新潟はいいところだ。きっと好き

になる」と言われてきましたが、じっさい暮らし始めて２週間

ほどですが、すっかりこの町の風の心地よさに魅了されて

います。放送を通して新潟の人や土地の魅力を多くの人

に伝えていきたいと思います。ロータリークラブは全くの初

心者ですが、先輩の皆様方からのご指導に精一杯ついて

行きたいと考えております。何卒よろしくお願い申し上げま

す。 

 

 

 

 

出身地は長野県長野市、自宅は新潟県新発田市です。長

男は神奈川県また長女は東京に居住しています。趣味は

テニスとＮＴＴ東日本退職後始めたゴルフです。ＮＴＴ時代

は主に開発と設備計画に携わり、ＮＴＴ東日本災害対策室

長の時、新潟県中越地震・新潟県中越沖地震・岩手宮城

内陸地震および洞爺湖サミットの対応を行いました。ＮＴＴ

東日本災害対策室長の時から日本災害情報学会に所属し、

東日本大震災の際は学会メンバーのＮＨＫ研究員や大学

の先生方とＮＨＫ仙台や大船渡市・気仙沼市の被災地調

査を行いました。特に、「ＴＶ局の発災初期における当時の

マニュアルのアナウンスでは切迫感がなく、住民の迅速な

避難に繋がらない。切迫感のある表現にすべき！」と提言

し、現在の「命を守るため直ぐに避難してください！」等の

ＴＶアナウンスとなっています。学会の専門の先生方からリ

スクマネジメントについて教えていただき、自然災害から命

を守る啓発活動やリスクに対する意識改革の一環として

「危険を危険と感じる感性の醸成！」を行っています。ロー

タリークラブでは、様々な活動や幅広い方々との交流を通

じ成長したと考えています。よろしくお願いします。 

 

 

 

 

この度、伝統と格式ある新潟ロータリークラブに入会させて

いただきました、北越銀行の渡辺雅美と申します。生まれ

は新潟市東区で、高校まで新潟で育ち、昭和 58年に北越

銀行入行以来、県内は新潟、長岡、柏崎、上越、県外は高

崎、東京で勤務し、新潟は 11年ぶりとなります。趣味はゴ

ルフと体力づくりのため 3年前に始めた登山です。最近の

休日はゴルフよりも山に入ることが多く、これに比例してゴ

ルフのスコアが右肩上がりなことが悩みです。日本百名山

踏破などという大それたことは考えていませんが、飯豊連

峰縦走が当面の目標です。初めてのロータリー活動です

が、諸先輩からご指導を賜り、職業奉仕を通じて地域社会

の発展に少しでも貢献できるよう努めて参りますので、何

卒よろしくお願いいたします。 

(7) 誕生日お祝い贈呈(６名) 

(8) 結婚記念日お祝いの紹介(２名) 

(9) ニコニコボックス紹介（町田 智委員長） 

・近藤 正典君（6/27分）短い間でしたが有難うございまし

た。今後はロータリー応援団として皆様のご活躍をサポー

トできればなと思っております。 

・徳永 昭輝君 宇尾野会長、内田幹事ご苦労様でした。

いよいよスタートします。織戸幹事共々よろしくお願い致し

ます。 

・柴田 史郎君 徳永会長の就任を御祝して１年間ご活躍

をお祈りします。 

・岡村 健吉君 新会員 渡辺雅美さんをお迎えしニコニコ

します。 

・竹田 正弘君 チャリティーゴルフでは「３」連続で「トリプ

ル」ボギーを叩いたホールが見事にはまり、「３」位入賞しま 

した。今回は「３」づくしのゴルフでした。 

NHK新潟放送局 

局長 矢野 達史君 

ご紹介 玉 知夫君 

所属委員会 プログラム委員会 

トーシス 新潟通信システム事業部 

常務取締役 東方 幸雄君 

ご紹介 竹内 一樹君 

所属委員会 インターアクト委員会 

北越銀行 新潟支店  

取締役支店長 渡辺 雅美君 

ご紹介 岡村 健吉君 

所属委員会 青少年交換委員会 



 

(10) 幹事報告（織戸 潔幹事） 

・理事会報告（右記掲載） 

・関森多市郎君退会挨拶代読 

 この度、弊社株主総会において、役員を退任するこ

とになりました。 これに伴い、誠に勝手ながら、新潟

ロータリークラブを退会させていただきたいと思いま

す。５年間在籍させていただきましたが、この間、皆

様から多くのご指導をいただき、また親しくお付き合

いをしていただきました。改めて心より感謝申し上げ

ます。末筆ながら、新潟ロータリークラブの益々の発

展と会員皆様のご健勝、ご活躍をご祈念申し上げま

す。２０１７年７月 関森 多市郎 

(11) 事業計画の発表 

1 SAA 石川 治壱  

2 国際奉仕委員会 斎藤庫之丞 

3 ニコニコボックス委員会 町田 智  

4 会員増強委員会 本間 剛三 

 

 

 

(12) ７月 ４日例会の出席率 ８０．２５ ％ 

会員数 ８８名（出席免除会員 ７名） 

出席者 ６５名（出席免除会員 ２名を含む） 

 

 (2週間前メーク後 ９１．４０ ％) 

 

 

７月１８日の例会予定 

会員スピーチ  

「新潟から世界へ～ 

ドナルドキーンさんのロンドン訪問の目的」  

竹石 松次 君 

 

 

新潟ロータリークラブホームページアドレス 

http://www.niigatarc.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月４日 理事会報告 出席者１４名 

 

１．退会届=承認 

・弁護士法人バンビル法律事務所  

代表社員 伴 昭彦君 

 宇尾野会長年度に於いて退会承認された 

・株式会社トッキ― 取締役副社長 関森 多市郎君 

 徳永会長年度に於いて退会承認された 

 会長年度承認については、退会届けの日程によるもの 

２．平成２９年６月２２日臨時理事会議事録の確認 

  会長方針について 

・例会の食事の件 

 （例会に於いて石川Ｓ・Ａ・Ａより説明する） 

  ・ミャンマー医療支援の件 

   （グローバル補助金を使用する予定） 

  ・新潟 RC植樹事業  

（佐藤紳一社会奉仕委員長より 7/8（土）に行われる植樹

事業説明会に出席） 

  ・例会での会員スピーチ 

  上記４つの会長方針について、再度会長より説明があり今後

計画を進めていく旨の発言と協力依頼。 

  織戸幹事より ファイヤーサイドミーティングに於ける補助金

を 2,000円⇒3,000円とする 

３．会員の移動について   

  宇尾野会長年度に於ける退会数と入会数の確認を行う。 

徳永会長年度は 86名のスタートとなる 

４．７月のプログラム=承認 

７月 ４日 事業計画の発表 

７月１１日 橋本栄一郎（新潟北）ガバナー補佐訪問・ 

事業計画の発表 

７月１８日 会員スピーチ 「新潟から世界へ～ 

ドナルドキーンさんのロンドン訪問の目的」  

竹石松次君 

７月２５日 前橋クラブとの合同納涼例会  

（例会場と懇親会場を分けるよう調整中）徳永会長より 7 月の

例会計画を発表 

５．地区事務所固定化に関して 

6月26日付 国際ロータリー第 2560地区 田中ガバナーより地

区事務所は新潟市に固定化したとの決定連絡あり、参加理事・

役員の共有。 

６．その他：地区の動き 

①2017.7/8(土)「地球環境保全のための植樹事業」説明会  

②2017.7/8(土) 危機管理委員会開催 

③2017.7/29(土)地区会員増強セミナー  

④2017.8/19(土)～20(日) 第６回全国インターアクト研究会 

⑤2017.9/2(土)インターシティ・ミーティング(IM) 

⑥2017.9/25(月)第４回異文化の相互理解セミナー:米山奨学生 

⑦2017.10/28(土)～29(日)  2017-2018 年度 地区大会 登録

人数 55％以上要請あり 

上記①～⑦について理事・役員にて確認した。 

 

 

http://www.niigatarc.jp/

