
」 
  
  
 
     

 
 
 
 
 

新潟 RC ６月第 1 例会 (2018.6.5) №３２３５ 

 

(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 

先週の例会を途中で退出させて頂きましたが、5月 30日香

港島東クラブの例会に、福地利明会員、斎藤庫之丞国際奉

仕委員長と出席してきました。後程お話をさせて頂きます。 

 今日は、2017-18年度最後の理事会が行われました。 

後程幹事から報告させて頂きますが、青少年育成基金の贈

呈先が決まりました。また、4名の入会被推薦者の入会も

認められました。 

今月が「ロータリー親睦月間」です。6月 10日には、第 2

分区ＲＣ対抗親善ゴルフ大会が開催されます。わがクラブ

からは 8名が参加を予定しています。6月 16日（土）三条

南ＲＣ50周年記念式典が行われます。6月 19日（火）は、

2017-18年度の納会となります。トロントで国際大会が 6

月 23日から 27日に開催され、大会に出席するので最後の

例会に出席できないため、納会を 19日に行うことにさせて

頂きました。よろしくお願い致します。 

～姉妹クラブ、香港島東ＲＣ訪問～ 

 平成 30年 5月 30日（水）、香港島東ＲＣの例会に参加し

ました。香港島東ＲＣの会員は 43名だそうです。若い女性

のＳｔａｃｙ ＨＯ会長はじめ、新潟ＲＣ75周年に新潟を

訪問したＷｉｌｌａｍ Ｗｏｎｇさんなど多くの会員の歓

迎を受けました。当日は、バンコク南ＲＣの会長 Dougie 

Riachと会員の皆さんも参加していました。 

 William Wongさんは、75周年（2014-15年度；高橋秀樹

会長、玉知夫国際奉仕委員長）に新潟を訪問して歓迎され

たことに感謝し、鍋茶屋での歓迎前夜祭、石本酒造の酒蔵

を訪問されたこと、空港で出迎えを受けた時の写真をパワ

ーポイントで紹介し、新潟ＲＣとの交流と親睦を深め、新

たな絆が出来たことをお話になりました。 

 夜は、クリスタルバスツアーナイトに招待され、酒を酌

み交わし、日本の歌「さくら」を歌ってくれました。その

勢いでカラオケに誘われ、「さくら」を歌ってみようとリク

エストしましたが、森山直太郎の「さくら」しか曲がなく、

唯一千昌夫の【北国の春】があったので歌いましたが、香

港でカラオケを歌うことになるとは思いませんでした。 

 駆け足の香港島東 RCの訪問でしたが、暖かく迎えられ帰

りには空港まで送って頂きました。 

2020年の新潟ＲCの 80周年記念式典に香港島東 RCから

も多くの会員が参加して頂きたいという思いは伝わったと

思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 



  ～若年層;15歳から 39歳世代のがん～ 

国立がんセンターは、5月 30日 AYA(Adolescent and Young 

Adult;思春期と若い人)世代のがんについて種類別の罹患

率公表しています。 

① この世代に年間推計 21,000人。②10代は白血病、30

代は女性の乳がんが最多であった。 

 若い女性にがんが増えている。原因は、①喫煙、②ホル

モン、③性行為の低年齢化、④食生活、⑤逆流性食道炎 

 25歳から 30歳代では、女性のがんが男性に 2倍程度と

多く、乳がん・子宮頸がんが多くなっている。若い女性に

急増中のがんの、子宮頸がんは初体験の低年齢化が問題で、

性行為による HPV;人パピローマウイルスの感染が増える。

16歳以下で初体験した場合は、19歳以上初体験の人に比べ

リスクは 16倍と言われている。日本人の初体験年齢の平均

は 20.3歳；20代では 18.7歳。大腸がんが多くなっている

背景として、動物肉；赤肉や加工肉を多くとる、植物繊維

の少ない食事、肥満や運動不足などが問題となっている。

死亡に対する喫煙の寄与する割合は、男性 22％、女性１

３％と言われており、喫煙は多くのがんの原因として問題

となっている。 

 

   （平成 30年朝日新聞から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 米山奨学生  

ソド チャンドマニチメグさん 奨学金贈呈 

 

(4) 新会員の紹介 

 

 

 

 

昭和38年8月7日生。名古屋市出身で現在も自宅は

名古屋市にあります。妻と１男１女の４人家族で本年 7

月に銀婚式を迎えます。25年の結婚生活のうち 14年

間は単身赴任で、これが夫婦円満の要因になってい

るように思っています。趣味は読書。ゴルフは 100 が

切れたら上出来というレベルですが、それでもうまくな

りたいと常々思っています。ロータリー歴は大津ＲＣ、

高松北ＲＣ、金沢南ＲＣに在籍した経験があります。 

新潟は想像していた以上に大きく立派な都市で観光

資源や食文化にも恵まれていることに驚きました。 

まずは新潟のことをもっと知り好きになりこの土地の人

間になりきりたいと思っています。その新潟でも伝統と

格式を誇る新潟ＲＣに入会させていただけたことを心

からうれしく誇りに思います。新潟ＲＣの名に恥じない

ロータリアンを目指してまいります。先輩会員の皆様

方には親しく楽しくお付き合いさせていただきつつ、

種々ご指導を賜りますよう衷心よりお願い申し上げま

す。 

 

 

(5) ３分間スピーチ 

・清水建設㈱北陸支店新潟営業所長 沖 和之君 

 

 

 

 

(6) １００％出席バッチの贈呈（新田 幸壽委員長） 

玉  知夫君 ６年   

 

(7) 誕生日お祝い贈呈(４名) 

 

(8) 結婚記念日お祝いの紹介(６名) 

 

ＳＭＢＣ日興証券(株)新潟支店長 

池田 修人（なおひと）君 
ご紹介 竹石 松次君   
所属委員会 米山奨学委員会 



委員会報告 

・高橋 秀樹ロータリー財団委員長より財団寄付について

お願い 

(9) 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 徳永 昭輝君 

樋熊 紀雄君 鈴木 滋弥君 

米山奨学会寄付発表(織戸幹事) 

田中 克典君 吉田 和弘君 

青少年育成基金寄付発表(小田  等委員長) 

小田  等君 高橋 秀松君 

塚田 正幸君  

(10) ニコニコボックス紹介（金井正政則委員） 

・塚田正幸君 今年 3 月末に来日してずっと新潟に滞在し

ていたRC200４～200５年度来日1年交換学生アメリカのア

ダム君（29歳）は 5月から我が家に滞在、5月1日のRC例

会でスピーチしました。同じくRC交換留学の経験がある私

の娘や息子たちと流暢な日本語で語り合い、一緒に食事

などしてました。一昨日から東京にいる三男の所に泊まっ

て明日帰国します。高校時代の留学から１０余年、アダム

君はすっかり大人になり新潟でリチャージして心身共に生

き返ったようです。このような交流が続くのも RC 青少年交

換プログラムのお陰と感謝します。 

(11) 幹事報告（織戸 潔幹事） 

・例会後、新会員オリエンテーションを４階「雪の間」で開 

催致します。 

・名取ロータリークラブ５０周年記念式典の記念として贈呈

頂いた大震災時寄付の感謝状ご紹介 

 

(12) ６月 ５日例会の出席率 ７８．８２ ％ 

会員数 ８９名（出席免除会員 ７名） 

出席者 ６７ 名（出席免除会員 ３名を含む） 

 (2週間前メーク後 ８９．５３ ％) 

 

６月１９日の例会予定 

納会夜例会 青少年育成基金の贈呈 

１７:３０登録 １８:００開会 

於 イタリア軒 

 

新潟ロータリークラブホームページアドレス 

http://www.niigatarc.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月５日 理事会報告 出席者１２名 
 

１． 青少年育成基金贈呈先について 

別紙「新潟ロータリークラブ青少年育成基金表彰、

援助、選定の理事会報告書」をもとに仙石理事・青

少年奉仕委員長より説明 

→５件の申請があったが以下の４件が承認された。 

（1）チビユニティ （ダンス大会世界大会進出へ）

（23.35万円） 

（2）NPO子どもセンターぽると （20万円） 

（3）NPOみらいずWorks（まちづくりなど子供たち

が活動） （15万円） 

（4）「子ども食堂」本年度は先がけ取組んだ「ふ

じみ子ども食堂」へ （15万円）  

 子ども食堂については今後も様々な角度から支

援検討を進めたい、社会福祉協議会への調整も視野

にいれる。 

※贈呈式は、出席者の都合を調整、一度に行うこと

が無理の場合は、複数回に亘り行う。 

２．入会被推薦者について=承認 

・㈱新潟三越伊勢丹代表取締役社長 星野圭二郎君 

  ご推薦 徳永 昭輝君、中山 哲克君 

・㈱新潟博報堂 代表取締役社長 中尾 嘉則君 

  ご推薦 竹石 松次君 徳永 昭輝君  

・㈱新潟放送 代表取締役社長 佐藤 隆夫君 

  ご推薦 竹石 松次君 若槻 良宏君 

・税理士法人新潟会計ｱｼｽﾄ代表社員 内山 博之君 

  ご推薦 若槻 良宏君 内田 直紀君 

３．退会届(事後承認) 

日本海エル・エヌ・ジー㈱取締役社長 八島 進君 

４．2018-19年度遣長期交換プログラムについて 

受入学生 Rane Elizabeth BIEKER  

5100地区 Hood River クラブ推薦 

     受入高校 北越高等学校 

派遣学生 本間 菫子さん  

5100地区Sherwood Rotary Clubホスト 

上記２名の長期交換プログラムの中間報告が織戸

幹事より発表あり 

５．６月のプログラム＝承認（担当 竹石委員長） 

６月 ５日 第一例会につき卓話なし 

６月１２日 会員スピーチ 

新潟青山法律事務所代表弁護士 若槻 良宏君 

６月１９日 納会夜例会  

1７：３０受付 １８:００開会 於 イタリア軒 

６月２６日 卓話なし 

６．その他 

・カレーランチ差額の寄付 

差額分合計 850,500円（＠1,350円×70名×９回）

をＲ財団委員会、米山奨学委員会 

青少年育成基金委員会へ充当する。１委員会 283,

500円 →承認された 

・クラブバナー発注の件 

国内用、海外用在庫不足につき発注が必要。 

→前回の発注単位を参考に発注が承認された 

 

 

http://www.niigatarc.jp/

