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新潟 RC ８月第 1 例会 (2018.8.7) №３２４４ 

 

(1) 「君が代」斉唱  

ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

(2) 若槻 良宏会長挨拶 

皆様こんにちは。今年も夏の風物詩である全国高等学校野球

選手権大会が始まりました。私は、小学２年生の息子を連れ出

し、８月５日の開会式、一回戦３試合を観戦してきました。今年

は１００回目の記念大会ということで、第１回大会からの皆勤校

の代表による入場行進が行われるなどしました。開会式には、

皇太子殿下妃殿下がご出席され、皇太子殿下が挨拶を述べら

れました。続く、開幕戦では、あの松井秀喜さんが、母校星陵

高校の試合で始球式を行いました。私は、ネット裏のやや３塁

方向の座席で観戦しました。息子がファールボールを捕球す

る！とグローブを握りしめ、張り切っていると、試合の中盤に、

なんと星陵高校の左バッターの鋭いライナー性のファールボ

ールが、ものすごいスピードで私目がけて飛んできたのです。

私は、グローブを付けていませんでしたが、ロータリークラブの

野球同好会の正捕手としての自覚と、息子の前で恰好良い姿

を見せようと、逃げることなく（逃げる間もなく）、無謀にもとっさ

に左手を構えて捕球しようとしました。私の左手に当たったボ

ールを隣の席の女性が拾ってくれ、「痛い思いをして止めたの

だからどうぞ。」と私と息子にボールを差し出してくれました。

息子が喜んだのは言うまでもありません。左手は痛かったです

が、とても心温まる出来事でした。本日は、痛い思いをして手

に入れたボールを持参しました。大会の刻印がされているボ

ールです。少し汚れておりますが、夏の風物詩である甲子園

の雰囲気を感じていただければ幸いでございます。松井秀喜

さんは、試合後のインタビューで、甲子園は気持ちの中の原

点であるとしたうえで、次の１００年に向けてこれからの高校球

児にとって、甲子園がどういうものであってほしいと思うかとの

質問に対して、「そのままでいいんじゃないですか。私はそう

いう気持ちです。」と答えました。変えるべきところは変えていく

べきであるが、根底に流れる気持ちや精神は変わらなくてよい

という意味に理解しました。このことは、来年８０周年を迎える

私たちのクラブにも当てはまるのではないかと思いました。 

さて、今月は、会員増強・強化月間です。本日は、第２５６０地

区の会員増強委員会委員長の田中雅史さんをお迎えし、卓話

をしていただきます。後ほど、紹介させていただきます。新潟

ロータリークラブの本日現在の会員数は９０名です。２９名のチ

ャーターメンバーで発足し、戦後の復興期、高度経済成長期

に会員が拡大し、バブル景気を経て、最盛期には１３９名にな

りました。その後は、会員は減少に転じ、平成１２年に１００人を

割り込み、増減を繰り返し、現在に至っております。今年度の

会長方針は、性別・年齢に関わらず、新潟ロータリークラブに

相応しい方（会員各自が相応しいと考える方）の入会を促進す

るというものであり、クラブの具体的な目標は、①会員数１１０

名、②地元企業の若い会員の入会を促進することです。この

目標を達成するためのルーツとして、ＳＷＯＴ分析のお願いを

させていただきます。皆様もご案内のとおり、ＳＷＯＴ分析とは、

目標を達成するために意思決定を必要としている組織や個人

のプロジェクトにおいて、内部環境や外部環境を、強み、弱み、

機会、脅威の４つのカテゴリーで要因を分析し、目標達成に向

けて経営資源の最適活用を図る経営戦略策定方法の一つで

す。ＳＷＯＴ分析は、目標が明確である場合、戦略計画ツール

として有用であると言われております。私たちのクラブは、目標

が明確ですので、ＳＷＯＴ分析は有用ではないかと考え、皆様

に配付させていただきました。本日の例会での卓話などを踏

まえて、ＳＷＯＴ分析のチャートにご記入いただければ幸いで

す。内容については、会員増強委員会と共有させていただき、

今後の取組みに生かしてまいりたいと考えております。 

本日は、会員増強についてのお話をさせていただきました。

本日の田中雅史さんのスピーチを契機に、皆様と会員増強に

ついて学び、考え、行動することにより、ますますクラブが活性

化することを祈念し、会長の挨拶とさせていただきます。 

(3) ゲストの紹介 

・地区会員増強委員長 田中 雅史君（新潟南 RC） 

(4) ビジターの紹介 

・地区会員増強副委員長 小山恒弘君（新潟万代 RC） 

・地区会員増強委員 米山光紀君（新潟南 RC） 

(5) 長期交換学生紹介挨拶 

・本間 菫子さん出発挨拶（ご紹介 福地 利明青少年交

換委員長） ５１００地区 Sherwood シャー

ウッド RC ホスト 
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(6) 新会員紹介 

 

 

 

 

 

皆さま、はじめまして。ＮＴＴ東日本の飯塚智と申します。

前任の山本に代わり、６月に新潟支店長に着任しました。

埼玉県朝霞市出身。51歳。趣味はウォーキング。家族（妻・

長男・長女）は東京・練馬に在住。新潟は単身赴任で、初

めて住む地域です。前職は本社の経営企画部に 12 年間

勤務していました。情報通信を所管する総務省への対応

窓口を長く務めており、通信サービスの料金戦略や設備戦

略など、広く深く事業全般に関わってきたことが私の取り柄

です。新潟支店では、現場のリーダーとなって、地域のＩＣ

Ｔ化促進に精一杯貢献していきたいと考えています。ＩＴ化

や情報セキュリティ等でお悩みの企業は、是非、私にご相

談ください。これから、伝統ある新潟ロータリークラブで皆さ

まとともに奉仕に努めてまいりますので、親密なお付き合

いをいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。 

(7) １００％出席バッチの贈呈（中山 哲克委員） 

小松 茂樹君 １年  町田 智君 ２年 

堀 盛富君 ４年  本間 剛三君 ５年 

内山 清君 28年  小林  悟君 40年 

福地 利明君 44年   

(8) 誕生日お祝い贈呈(８名) 

(9) 結婚記念日お祝いの紹介(２名) 

(10) 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) 

本間  彊君  

米山奨学会寄付発表(新田 幸壽委員長) 

本間  彊君 仙石 正和君 

青少年育成基金寄付発表(細野義彦委員) 

本間  彊君 田中堅一郎君 

池上 茂樹君 細野 義彦君 

小田  等君  

(11) ニコニコボックス紹介（武田 直己副委員長） 

・小田 等君 飯塚智さんをお迎えしニコニコします。 

・福地 利明君 生まれた日の例会は今まで、５～６回あっ

たようです。 

・白勢 仁士君 田中雅史地区会員増強委員長をお迎えし

て。 

・竹石 松次君 ８月５日紫雲ゴルフクラブで石川遼プロな

ど若手１０人の選手が出場して大会が開かれました。前日

の４日(土)プロアマ大会が開かれ石川プロと一緒にプレー

しナント私共のチームが優勝したのでニコニコします。 

・竹石 松次君 私が理事長をしている北越高校の本間菫

子さんを迎えて。今月アメリカのオレゴン州に向けて一年

間の留学に出発するのを祝してニコニコします。 

・本間  彊君 この度は皆様のご助力により５１００地区オ

レゴンに一年交換に行かせて頂きます。なにとぞ宜しくお

願い申し上げます。私ではありません。孫の本間菫子で

す。 

・若槻 良宏会長、大澤強幹事 第２５６０地区の会員増強

委員会の田中雅史さん、小山恒弘さん、米山光紀さんをお

迎えしニコニコします。会員増強について学べる事をうれ

しく思います。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

・若槻 良宏会長、大澤強幹事 本間 菫子さんの留学が

充実したものとなることをお祈りし、ニコニコします。健康に

留意して頑張ってください！ 

(12) 幹事報告（大澤 強） 

・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。 

(13) 卓話「会員増強でクラブの活性化を」 

田中 雅史地区会員増強委員長 

 

 

 

 

(14) ８月７日例会の出席率 ７１．２６ ％ 

会員数 ９０名（出席免除会員 ７名） 

出席者 ６２名（出席免除会員３名を含む） 

 (2週間前メーク後 ７７．１１ ％) 

 

 

８月２８日の例会予定 

職業奉仕委員会のスピーチ 

   ㈱イタリア軒 代表取締役社長 井東昌樹君 

   職業奉仕委員会委員長     石橋正利君 

 

 

新潟ロータリークラブホームページアドレス 

http://www.niigatarc.jp/ 

 

 

東日本電信電話㈱ 
新潟支店長 飯塚 智君 
ご紹介 小田 等君 
所属委員会 親睦委員会 

http://www.niigatarc.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
８月７日 理事会報告 出席者１１名 

 

 

１ ８月２４日開催の海岸清掃への参加をメーキャップ扱いとすることを承認する件 ＝承認 

若槻会長より説明。 

以降の事業の事業のメーキャップ扱いに関しても、詳細が決まり次第審議していく。 

２ 第２５６０地区からの「『平成３０年７月豪雨』義捐金募金のお願い」への対応の件 ＝承認 

若槻会長より説明。 

７月、８月及び９月の第３例会をミリオンダラーミールにして寄付金を捻出する。 

例会において会員にもこの旨説明する。 

３ 第２５６０地区からの「物故会員のご報告のお願い」について ＝継続審議 

若槻会長より事前配付資料をもとに説明。 

当クラブとしては氏名については提供するが、写真の提供はしない方針であるが、 

過去の地区事業での取り扱いについて確認した上で、次回理事会にて再度審議を行なう。 

４ 入会推薦の件（資料は当日回覧） ＝承認 

・㈱第四銀行 常務取締役 本店営業部長兼新潟空港出張所長 進藤 博 君 

  推薦者 宇尾野 隆君 若槻 良宏君 

  ・㈱新潟テレビ２１ 代表取締役社長  桒原 美樹君 
    推薦者 竹石 松次君 務台 昭彦君 

・㈱ドコモＣＳ 新潟支店長 今井 聡君 
推薦者 東方 幸雄君 河西 弘太郎君 

５ ８月のプログラム ＝承認 
８月 ７日 「会員増強について」 
      第２５６０地区会員増強委員会委員長 田中雅史さん（新潟南ＲＣ） 
８月１４日 規定休会 

８月２１日 ＮＰＯ法人みらいずｗｏｒｋｓ代表理事 小見まいこさん 

８月２８日 職業奉仕委員会のスピーチ 
      ㈱イタリア軒 代表取締役社長 井東昌樹君 
      職業奉仕委員会委員長 石橋正利君 

６ ７月２２日開催の第２５６０地区会長会の出席報告（事前配付資料あり） 
    若槻会長より事前配布資料をもとに説明。 
    川瀬地区ガバナーは体調不良のため３カ月休養。 
     その間は副ガバナーが代表を務める 
     当クラブのガバナー訪問に関しては１１月２７日であるので予定通り開催。 
     

  
   
   


