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新潟 RC ５月第 2 例会 (2018.5.8) №３２３１ 

 

(1) ロータリーソング「四つのテスト」斉唱 

 

(2) 徳永 昭輝会長挨拶 

 今月は、青少年奉仕月間です。ローターアクトクラブは、

若いグローバルリーダーのネットワークで、やる気のある

18-30才の人たちが集まる。リーダーシップや職業スキル

を磨き、ロータリー会員との交流、親睦を深めながらボラ

ンティア活動をしています。新潟クラブには 1970年（昭和

45年）に設立され活躍しています。また、今日の午後、新

潟明訓高等学校に社会奉仕事業として植樹事業を行います。

新潟ロータリークラブでは、1965年（昭和 40年）に新潟

明訓高校にインターアクトクラブを創立しました。インタ

ーアクトクラブは、12-18歳の中学・高校生が、地元での

ボランティア活動や海外のインターアクト会員との交流を

通じて視野を広げ、国際感覚を養う活動を行っています。

毎年美しい花を咲かせ、インターアクトクラブの活動のシ

ンボルとなるように「ハナミズキ」を植樹することにしま

した。また、4月には、新潟市中央区西大畑公園の一角に、

小鳥が集まれるような木になるように「コナラ」を植樹い

たしました。皆さんのご協力に感謝いたします。 

 先日、ロータリークラブ・会員満足度アンケートをさせ

て頂きました。集計が出来ましたので、簡単に報告させて

頂きます。 

会員 86名中 62名（72.1％）の会員から回答を頂きまし

た。 

１．会員であることへの満足度では、満足している 33

人（53.2％）、ある程度満足 28人（45.2％）と 88.4％

の会員が会員であることに満足している。 

２．本クラブの会員・雰囲気について 

 ①新会員にすぐに打ち解けられるよう配慮している； 

  そう思う 23人（37.1％）、ある程度そう思う 27人

（43.5％）、約 8割の方がそう思うているようですが、

どちらともいえない 9人、あまりそう思わない 1人

とまだ改善しなければならない雰囲気があるようで

す。 

②会員は互いに思いやりを持っている；そう思う 37人

（59.75％）、ある程度そう思う 21人（33.9％）と約

94％の方が思いやりを感じているようでしたが、ど

ちらともいえない 3人、あまりそう思わない 1人で

した。 

３．本クラブの例会について： 

①国際 RC最新情報の紹介非常に良い 5人(8.1％)、よ

い 33人(53.2％)、まあまあ 16人（25.8％）、あまり

良くない 5人（8.1％）、よくない 1人（1.6％） 

②親睦・交流に充てる時間；非常に良い 17人（27.45）、

よい 35人（56.5％）、まあまあ 8人（12.9％）でし

た。 

③主題の多様さ；非常に良い 16人（25.8％）、良い 30

人（48.4％）、あまりよくない 0人、よくない 0人 

④卓話の講演者とプログラム；非常に良い 25人

（40.3％）、よい 32人（51.6％）、まあまあ 3人、あ

まり良くない 1人 

４．本クラブの奉仕プロジェクトについて 

 ①奉仕プロジェクトの数；ちょうど良い 53人（85.5％）、 

  多すぎる 4人（6.5％）、少ない 1人（1.6％） 

 ②社会奉仕プロジェクトの数；ちょうどよい 53人

（85.5％）、多すぎる 5人（6.5％）、少なすぎる 1

人（1.6％） 

 ③国際奉仕プロジェクトの数；ちょうどよい 52人

（83.9％）、多すぎる 4人（6.55）、少なすぎる 2人

（3.2％） 

 ④奉仕プロジェクトはよく運営されている；そう思う

46人（74.2％）、そう思わない６人（6.5％）、特に

意見なし 11人（17.7％） 

 ⑤奉仕プロジェクトの参加は私にとって意義がある；  

  そう思う 50人（80.6％）、そう思わない 1人（1.6％） 

  特に意見なし 10人（16.1％） 

 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 



５．本クラブのコミュニケーションと対応について 

①会員に十分な連絡が行われている；そう思う 30人

（48.4％）、ある程度そう思う 27人（43.5％）、あま

りそう思わない 1人、そう思わない 1人 

②クラブ会員の声に十分耳を傾けている；そう思う 19

人（30.6％）、ある程度そう思う 29人（46.8％）、ど

ちらともいえない 7人（11.3％）、あまりそう思わな

い 3人（4.8％） 

③クラブは会員からの意見やアイデアを積極的に募って

いる；そう思う 19人（30.6％）、ある程度そう思う

26人（41.9％）、どちらとも言えない 10人 15.1％） 

④クラブは会員の意見やアイデアに基づいて運営されて

いる；そう思う 18人（29.0％）、ある程度そう思う

30人（48.4％）、どちらとも言えない 9人（14.5％） 

⑤本クラブの変化のスピードは適切だと思う；そう思う

13人（21.0％）、ある程度そう思う 26人（41.9％）、

どちらともいえない 16人（25.859、あまりそう思わ

ない 3人（4.85）、そう思わない 1人（1.6％） 

⑥クラブは会員のニーズに合わせて柔軟に対応している

（例会回数や例会時間等）；そう思う 19人（30.6％）、

ある程度そう思う 25人（40.3％）、どちらともいえ

ない 15人（24.2％） 

６．会員であることの価値について 

 ①私はクラブで歓迎されていると感じる；①そう思う 20

人（32.35）、ある程度そう思う 30人（48.4％9、どち

らともいえない 8人（12.9％）、あまりそう思わない１

人 

②クラブを通じて貴重な人脈が出来ている；35人

（56.5％）、ある程度そう思う 23人（37.1％）、どちらと   

もいえない 1人（1.6％） 

 ③クラブでは私の才能・職業スキルを活かす機会がある； 

  そう思う 11人（17.7％）、ある程度そう思う 26人

（41.9％）、どちらともいえない 20人（32.3％）、あまり

そう思わない 1人（1.6％）、そう思わない 1人｛1.6％｝ 

 ④ロータリーを通じて地域・社会のために貢献できる  

  そう思う 15人（24.2％）、ある程度そう思う 29人

（46.8％）、どちらともいえない 13人（21.0％） 

７．本クラブへの参加について 

 ①私は、クラブの行事に家族をよく誘う；そう思う 6人

（9.7％）、ある程度そう思う 7人（11.3％）、どちらとも

いえない 20人（32.3％）、あまりそう思わない 15人

（24.2％）、そう思わない 10人（16.1％） 

 

 

 ②私は、会員増強に努めている；そう思う 3人（4.8％）、

ある程度そう思う 17人（24.7％）、どちらともいえない

27人（43.5％）、あまりそう思わない 10人（16.1％）、

双思わない 2人（3.2％） 

このアンケートを通じて、1．クラブ内における会員の才

能・職業的スキルをどのように活用できるか、２．クラ

ブ行事への家族会員をどのようにしたら多く参加できる

ようにできるか、３．会員増強に対して多くの会員が協

力出来るようにするにはどうしたらよいかといった課題

が見えてきました。しかし、会員増強に関しては、①ク

ラブにおける適正な会員数説があったことも念頭に検討

していく必要もあるように思われます。 

 

 

(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) 新会員の紹介 

 

 

 

 

この度は、歴史と伝統ある新潟ロータリークラブへの入会

をお認めいただきまして誠にありがとうございました。前

任の清水所長を引き継ぎ 4月 1日付で清水建設㈱北陸

支店新潟営業所の所長になりました沖 和之(おき かず

ゆき)です。昭和 40年に神奈川県で生まれ、平成元年に

「(建築の)ものづくり」を志し清水建設㈱に入社以降、東

京、群馬、栃木、長野で建築施工に携わり、4年前に赴任

したインドネシアのジャカルタから昨年末帰国、東京支店

を経て新潟営業所に参りました。新潟県は、初めての勤

務地となりますが、既に「歴史」、「文化」を肌で感じ、さら

には「食」とりわけ「日本酒」のおいしさに魅了されており

ます。ロータリークラブは初経験となりますが、諸先輩の

皆様からご指導賜りながら、お役に立てる様 精一杯活

動してまいる所存でございますので、皆様 宜しくお願い

致します。 

 

 

清水建設㈱北陸支店 

新潟営業所所長 沖 和之君 

ご紹介 田中 克典君 

所属委員会 プログラム委員会 



３分間スピーチ 

・東日本旅客鉄道(株)新潟支社支社長 今井 政人君 

 

 

 

 

(5) 各種ご寄付の発表 

ロータリー財団寄付発表(得永 哲史委員長) 

新田 幸壽君 田中 克典君 

米山奨学会寄付発表(池上 茂樹委員) 

石橋 正利君 吉田 和弘君 

宇尾野 隆君 徳山 啓聖君 

青少年育成基金寄付発表(小田 等委員長) 

本間  彊君 樋熊 紀雄君 

小田  等君  

 

(6) ニコニコボックス紹介（今井 政人委員） 

・玉 知夫君 はからずも旭日小綬章勲章をいただ

くことになりました。皆さまから御祝の言葉をかけて

いただき、ありがとうございます。今週金曜日、正装

して皇居に出向き天皇陛下に拝謁してまいります。

少し緊張してニコニコします。 

・田中 克典君 新会員の沖和之さんを歓迎してニ

コニコです。 

・細野 義彦君 清水建設の沖さんの入会を歓迎し

ニコニコします。ちなみに我が家の長男も清水さん

にお世話になっています。 

・細野 義彦君 玉さんの旭日小綬章勲章の受賞を

嬉んでニコニコします。 

 

(7) 幹事報告（織戸 潔幹事） 

・例会終了後、新会員オリエンテーションを４階「雪

の間」で行います。 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 卓話 

「新潟のコメをモンゴルへ！ 県産米の海外戦略」 

㈱新潟クボタ  

取締役事業戦略室長 伊藤 公博氏 

 

 

 

 

 

 

 

(9) ５月８日例会の出席率 ７７．０１％ 

会員数 ８９名（出席免除会員 ７名） 

出席者 ６７名（出席免除会員 ５名を含む） 

 (2週間前メーク後 ９１．５７％) 

 

 

 

５月２２日の例会予定 

卓話「IT起業家が考える、新潟の未来」 

フラー㈱代表取締役ＣＥＯ  渋谷 修太氏 

 

 

新潟ロータリークラブホームページアドレス 

http://www.niigatarc.jp/ 

 

 

http://www.niigatarc.jp/


 

新潟明訓高校ハナミズキ植樹式報告 

２０１８年５月８日 １４：３０～ 於 新潟明訓高校 

 

 

新潟明訓高等学校にて、記念植樹式が行われました。当日は天候に恵まれ、スムーズに式を進行すること

が出来ました。当クラブからの出席者は、徳永会長、本間彊理事、佐藤紳一理事他、計8名が参加致しま

した。一方、学校関係者も、中山校長先生、志田事務長様はじめ、計8名の先生方々にご出席して頂きま

した。佐藤社会奉仕委員長の司会進行のもと、徳永会長、中山校長先生からそれぞれご挨拶を賜り、目録

贈呈、写真撮影へと進み、滞りなく終了致しました。また、終了後の懇談会では校長先生方々の熱心な教

育指導方針などをお聞かせ頂き、大変勉強させて頂きました。日当たり、風通しも非常に良好な場所を選

んで頂き、生徒の皆さんと共に成長する姿を期待したいと感じました。最後に、本間彊理事には大変ご尽

力を賜り、感謝申し上げます。 

新潟ロータリークラブ 幹事 織戸 潔 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


