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新潟 RC ６月第３例会 (2018．6.19．) №3237 回 

 

(1) ロータリーソング「我等の生業」斉唱 

(2) 徳永 昭輝会長挨拶 

 皆さん今晩は。今日は 2017－18年度の納会ですが、この

1年間皆様のご協力のおかげで無事にその任を果たすこと

が出来ました。心から御礼を申し上げます。 

 この 1年を振り返りながら話をさせて頂きます。 

    ～2017－18年度新潟 RC活動目標～ 

楽しみ、親睦を図り、進んで行動を！ 

（Enjoy and Promote Friendship、Make Action) 

を掲げ、全員参加のクラブ運営を目指して、親睦を深め、

信頼し合える仲間を作ろう! 

①積極的に意見を述べ合える～全会員が例会で 3分間スピ

ーチを行う、②委員会活動を積極的にするために、Fire 

Side Meeting推奨；クラブから 1人 2000円から 3000円援

助、③OBロータリアンとの交流を深める、④新潟 RCの問

題点；ⅰ．会員の年齢構成；シニア会員への配慮が必要で

は？年齢、健康を理由に伴先生、横山先生、後藤司郎先生

が退会、ⅱ．2世会員をどのように迎え入れるか、ⅲ．女

性会員を迎える時期に来ている；ロータリー全体では女性

会員が 20％強、日本では 34人に 1人である。 

  

～この 1年間さまざまな活動が行なわれた～ 

１．情報委員会主催で、平成 29年 12月 11日“新会員とシ

ニア会員の忘年会；26名が参加しグランドホテルで開催さ

れた。 

２．各委員会主催のファイアーサイドミーティングが開催

された。 

３．3分間スピーチは新たな取り組みとして非常に良かっ

たと思っている。 

 ～職業奉仕活動～ 

 １）平成 29年 11月 9日、23名が参加して「柏崎刈羽原

子量発電所の見学。 

 ２）出前事業：平成 29年 11月 9日、新潟青陵大学で武

田直己会員「日本経済の問題点」大学関係者 9名、学生 85

名が聴講。平成 29年 11月 14日、新潟青陵短期大学；浅田

龍一、山田眞会員が担当；人間総合学科 1年生、220名が

聴講；「失敗を恐れず、失敗したことを反省して、挑戦する

ことが大切である」とまとめられた。 

 ～社会奉仕事業活動～ 

 １）平成 29年 9月 11日；“あしなが事業”この事業は

1999－20年度、高山憲治社会奉仕委員長が交通遺児を中村

観光果樹園に招待、2007－08年度には行われなかったが、

今まで 17回実施されてきた。しかし、時代の流れ、個人情

報等の問題もあり、この数年は参加者が少なく、今年は 2

家族であったが、実際は交通事故のため 1家族だけであっ

た。この事業は次年度からは、別の支援事業となることが

検討されている。 

 ２）ロータリー保育園“クリスマス訪問”；平成 29年 12

月 22日、ロータリー保育園は、1958年(昭和 33年設立)さ
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れ、今でも新潟 RCの綱領、4つのテストが額に入れられて

いた。2月には“節分の豆まき”行事も行われた。 

３）植樹事業：平成 30年 4月 17日、西大畑公園に“コナ

ラ”を、平成 30年 5月 8日、インターアクトクラブがある

新潟明訓高校に“ハナミズキ”を植樹、インターアクトク

ラブのシンボルツリーとして成長を願い。石川治壱会員と

本間彊会員のご協力に感謝。

 

～ローターアクト、インターアクトクラブの活動～ 

１）平成 29年 12月 23日、20thクリスマス献血呼びかけ

キャンペーンが万代シティーで行われた。新潟 RCから 7

名のロータリアンが参加、配布するティッシュ、チョコレ

ート、チラシなどをビニール袋に入れる単純作業がロータ

リー会員の作業でしたが、2時間程汗を流しました。新潟

市内には、新潟向陽高校、新潟明訓高校、敬和学園高等学

校、東京学館新潟高校、日本文理高等学校の 5つのクラブ

があります。介護奉仕・駅のトイレ清掃、海浜清掃等の活

動を通して「人への優しさ、思いやり」を実践している。 

２）ローターアクトクラブは、1970年（昭和 43年）に設

立され、月に 2回（第 2，4火曜日）にイタリア軒で例会を

行っている。新潟 RCの会員と夜例会に参加し交流を深めて

いる。平成 30年 6月 9日―10日、国立妙高青少年自然の

家で、ローターアクト地区協議会が行われた。第 2560地区

には 8つのローターアクトクラブがあり活動している。 

６．国際奉仕・財団委員会 

 １）新潟 RCの新しい取り組みとして“ミャンマー医療支

援活動：グローバル補助金事業；GG1872601[超音波診断装

置導入によるヤンゴン市民の医療向上」に取り組み、2月 3

日から 10日にかけて、内藤眞先生の支援の下、ヤンゴンを

訪問、ヤンゴン RC、超音波診断装置を寄贈するサンピア病

院を訪問、現在審査の段階にあり、2017－18年度内に寄贈

が可能か微妙な状況ですが、樋熊先生、得永会員のご尽力

に感謝。 

 ２）姉妹クラブ“香港島東 RC”を齋藤庫之丞、元会長福

地利明会員の協力の下、平成 30年 5月 29日―31日にかけ

て香港へ。30日の例会に出席し交流を深め、2020年、新潟

RC80周年事業への参加を要請してきた。1973年 3月 7日、

会長横山嘉一、David Baily香港島東クラブ会長との間で

締結式が行われ、45年が過ぎました。2014－15年度、高橋

秀樹会長の 75周年に新潟を訪問した、William Wong 

さんが、2015年 4月 13日に鍋茶屋で開催された前夜祭や

石本酒造の酒蔵を訪問した思い出の写真をパワーポイント

で示しながら、感謝と愛情の下歓迎され、夜はバスツアー

ナイトに招待され、カラオケを歌ったりして交流と親睦を

深めることが出来ました。 

 

～友好クラブとの交流～ 

１）前橋 RCとの交流は、平成 29年 7月 25日（火）納涼合

同例会が、平成 30年 4月 3日（火）前橋 RCと家族観桜会

が臨江閣で行われ、新潟 RCから 16名が参加、水戸 RCの皆

さんとも交流を深める交流会となりました。平成 30年 5

月 26日、第 8回親善ゴルフ大会が行われ前橋 RCが優勝、5

月 27日（日）には緑の森公園野球場で野球大会がｓ行われ、

16対 11で新潟が勝利、楽しい交流ゴルフ・野球交流会と

なりました。 

２）浪江ロータリークラブとは、平成 30年 4月 10日（火）

観桜会の夜例会に招待し、7名が参加され交流を深めまし

た。 

～青少年奉仕委員会・青少年育成基金管理委員会～ 

 今年の青少年育成基金の贈呈は、平成 30年 6月 19日の

納会で、4団体の代表に渡されました。 

①UNITY;国友慎之介代表にダンス世界大会援助 

②NPOこどもセンター 

③子ども食堂：にいがたふじみ子供食堂 

④NPOみらいず Works 

それぞれの団体代表がお礼の挨拶をされました。青少年の

育成を目指し活躍されていることが分かり、素晴らしい贈

呈式となりました。 

～新潟クラブの同好会活動～ 

 新潟クラブには、野球同好会・ゴルフ同好会・料理研究

会がありますが、①野球同好会は、新潟 RC70周年を契機に、

平成 22年 5月 16日に同好会として発足、小柳実元会員が

初代の監督でした。その後、高橋清文監督、現在は山田隆

一監督、5月 27日に緑の森公園野球場で前橋 RCと親善野

球大会が行われ、16対 11で勝利しました。②ゴルフ同好

会は、2010-11年度の樋熊会長の発案で会長に故元会員の

柴田史郎先生：第 1回新潟・前橋 RCとの合同コンペは

2011.10．30．赤城ゴルフ倶楽部で行われ、若杉武会員が

47-48で優勝、平成 30年 5月 26日には第 8回合同コンペ

が紫雲ゴルフ倶楽部で行なわれ、前橋の長谷浩克会員が

42-42で優勝。6月 24日にはチャリティーゴルフ大会が紫

雲ゴルフ倶楽部で開催予定です。③料理研究会は、会長若

杉武会員、平成 30年 6月 12日に、第 25回料理研究会が行

われました。 



～新潟 RCがスポンサーになったクラブ～ 

 新潟 RCがスポンサーとなったクラブは、秋田・長岡・新

津・白根・新発田・新潟東・新潟南の 7クラブ。今年秋田

RCが 65周年、平成 30年 4月 7日、新潟東 RCが 60周年記

念式典を行いました。それぞれのクラブが活躍されている

ことを嬉しく思っています。 

◎ 楽しかったこと 

 平成 29年 12月 5日、野鴨を食べる会が親睦委員会の主

催で潟東の「長吉」で行われました。小飯田会員のお世話

で有志で行っていましたが、親睦委員会の年次行事になり

良かったと思っています。他に、RI2560地区大会、市内ロ

ータリークラブの合同例会・懇親会にも多くの会員が参加

し交流と親睦を深めることが出きました。私的ではありま

すが、新潟 RCの OB;小柳さん、高山憲治さん、小木順一郎

さん、水野進さんたちと“ベルの会”を年 2回行いました。

うれしかったことは、玉知夫会員が、旭日小綬章を授与さ

れたこと、坂井賢一会員が市内 7ロータリー対抗ゴルフ大

会で，43-53で優勝したことも・・・・。 

● 悲しかったこと 

 柴田史郎先生・加賀田亮一会員がご逝去されたこと、ク

ラブの重鎮：伴先生、横山先生、後藤司郎先生、五十嵐会

員が高齢などの理由で退会されたこと。新潟 RCの抱えてい

る問題の一つでしたが・・・。 

～理事会の決定がクラブの最終方針となる～ 

 2017-18年度の役員・理事に皆さんには大変お世話にな

りました。また、事務局の大倉さん、中野さん、今泉さん、

濱田さんには大変お世話になりました。  

 心から感謝申し上げます。 

 細野義彦副会長、織戸潔幹事には本当にお世話になりま

した。本当にありがとうございました。

 

 

 

 

(3) 青少年育成基金贈呈 

・特定非営利活動法人にいがた子育ちステイション 

理事長 立松有美さん 

・社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会 横尾三代子さん 

           ご紹介 本間  彊さん 

・NPO法人 みらいず Works代表理事  小見まいこさん 

           ご紹介 小林  悟さん 

・ダンスプレゼンテーションユニティ代表 国友慎之介さん 

            ご紹介 竹石 松次さん 

・特定非営利活動法人子どもセンターぽると 

理事 黒沼 有紗さん 

            ご紹介 新田 幸壽さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(4) 新会員の紹介 

 

 

 

 

 皆様はじめまして。この度、入会させていただくこと

となりました 損害保険ジャパン日本興亜株式会社新

潟支店の松本康宏と申します。実家は愛知県、生まれ育

ちは大阪府、入社後は佐賀、大阪、神奈川、富山、北海

道、東京と各地の魅力に触れて参りました。学生時代は、

物珍しさで入部した馬術部で朝から晩まで馬のお世話

に、馬房の掃除、馬の食事代稼ぎのためのバイト三昧、

手元に入るのは昼食代５００円のみという生活を送っ

てきたこともあり、社会人となった最初の給与日、その

ありがたさに、感動したことが忘れられません。新潟で

は美味しい酒、美味しい肴とともに、景観巡りを堪能し

たいと思います。伝統ある新潟ロータリークラブの一員

として、微力ではございますが、地域のお役に立てるよ 

う精進いたしますので、ご指導、ご鞭撻のほど、何卒

よろしくお願いいたします。 

(5) 退会挨拶 

・東日本電信電話㈱理事新潟支店長  山本健一君 

・㈱第四銀行 常務取締役 大沼 公成君 

・㈱ドコモＣＳ新潟支店長 竹内 一樹君（幹事代読） 

(6) 各種ご寄付の発表 

ロータリー財団寄付発表(高橋 秀樹委員長) 

徳永 昭輝君  

(7) ニコニコボックス紹介（町田 智委員長） 

・織戸 潔君 この１年間短い期間でしたが徳永会長、

細野副会長、大澤副幹事、会員の皆様、そして事務局の

皆様には大変お世話になりありがとうございました。ロ

ータリーについていろいろ、勉強させて頂き少しは成長

出来たのではと思っております。皆様に感謝申し上げニ

コニコします。これからもどうぞ宜しくお願い致します。 

・本多 晃君 一昨日行われた紫雲ゴルフクラブの月例

杯、Ｂクラスで優勝しました。今週末のチャリティーゴ

ルフも頑張りたいと思います。 

(8) 徳永 昭輝会長より若槻 良宏会長エレクトへ

襟章バトンタッチ 

 

 

 

 

(9) ６月１９日例会の出席率 ７２．７３ ％ 

会員数９０名（出席免除会員 ７名） 

出席者６４名（出席免除会員 ５名を含む） 

 (2週間前メーク後 ８９．４１ ％) 

 

～＊～＊ 納会懇親会 ＊～＊～ 

18：30 納会懇親会開会挨拶    玉親睦委員長 

ゲストの紹介 

元会員、ご家族、ローターアクトのみなさん 

会長・幹事へ花束・記念品・贈呈  親睦委員会 

乾杯 徳永 昭輝会長 

古町芸妓の舞 

濱田道子のピアノ ＆ 渋谷陽子のチェロ 

『愛の調べ特集』  

20：30 中締め 若槻 良宏会長エレクト 

手に手つないで 

 

玉知夫親睦委員長報告 

徳永・織戸年度の納会は、古町芸妓による「新潟小

唄」などの舞で華やかに懇親の幕を開けました。 

後半では、濱田道子さんのピアノと渋谷陽子さんのチ

ェロによるデュオ（二重奏）で「愛」をテーマに、映画「あ

る愛の詩」のテーマ曲や「愛の賛歌」で年間の活動を労

いました。 

 

 

 

 

 

 

損害保険ジャパン日本興亜㈱ 

理事新潟支店長 松本 康宏君 

ご紹介 竹石 松次君 

所属委員会 ローターアクト委員会 


