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新潟 RC ９月第 1 例会 (2018.9.4) №３２４７ 

 

(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。９月１日に第２５６０地区の長期交換受入学

生のオリエンテーションに参加してまいりました。新潟ＲＣから

は、私のほか、幹事の大澤強さん、青少年交換委員会委員長

の福地利明さん、青少年交換委員会副委員長の塚田正幸さ

ん、ホストファミリーの新田幸壽さん、事務局の大倉美智子さん

が参加しました。第２５６０地区は、アメリカから２名（男性１名、

女性１名）、ドイツから２名（男性１名、女性２名）の留学生を迎

えます。オリエンテーションに先立ち、４名の受入学生の紹介、

挨拶があり、Rane さんも日本語で元気に挨拶をしました。オリ

エンテーションでは、受入学生の心構えとして、今回の留学が

単に語学の習得や旅行を目的としたものではなく、ロータリー

の親善大使としての役割があるとの説明に続き、国際ロータリ

ーの４Ｄルール、①ＤＲＩＶＥの禁止、②ＤＲＩＮＫの禁止、③Ｄ

ＡＴＥの禁止、④ＤＲＵＧの禁止について注意がなされました。

４Ｄルールに違反すると、留学は打ち切りになり、強制送還に

なるとのことです。当然のルールではありますが、私たちロー

タリアンも受入学生が４Ｄルールに抵触することのないようご注

意ください。オリエンテーションに引き続き、新潟ＲＣ主催で、

Rane さんの歓迎昼食会を開催しました。歓迎昼食会には、ロ

ータリアンのほか、受入高校である北越高等学校から、理事長

の竹石松次さん、校長の加藤寿一さん、教頭の中村誠さん、

担任の佐藤健太さんが参加され、また、ホストファミリーの本間

彊さん、内田直紀さんのご家族が参加されました。私の家族も

参加させていただきました。参加者全員から挨拶・スピーチを

していただき、とても和やかな雰囲気のもと、あっという間にお

開きになりました。Rane さんは、高校では美術部に入り、友達

もできたとのことです。新潟ＲＣのカウンセラーは福地利明さん、

ホストファミリーは本間彊さん、内田直紀さん、新田幸壽さんと

私が担当します。今のところ、Rane さんには、毎月２回例会に

参加（第２、第４例会）してもらう予定です。例会では、各テー

ブルに適宜着席してもらいますので、声を掛けていただくなど

して交流を図ってください。また、既に、８月２４日の海岸清掃

に参加してもらいましたが、クラブの各種行事にもできる限り参

加してもらう予定です。さらには、クラブの行事以外にも、ロー

タリアンとの交流促進（会員宅訪問や食事会等）を図っていき

たいと考えております。Rane さんの留学生活が充実したものと

なるよう、クラブのメンバー全員でサポートしましょう！交換留

学生の受入れは、青少年奉仕、国際奉仕の実践であり、ロー

タリークラブが世界と繋がっていることを実感できる良い機会

です。是非、皆様のご協力をお願い申し上げます。 

次に、先月の会員増強月間において皆様にお願いしたＳＷＯ

Ｔ分析の結果について報告させていただきます。強み、弱み、

機会、脅威は以下のとおりでした。 

＜強み＞ 

①名だたる経営者がいて、人脈形成に役立つ。 

②様々な行事があり、会員相互の親睦が図れる。 

③会員から学ぶことが多く、見識が広がる。 

④新潟ＮＯ１クラブである。 

⑤様々な職種の会員がいる。 

⑥市内外のトップ企業の代表者や知名人が多い。 

⑦歴史と伝統。 

⑧県内のＲＣのリーダーであろうとする姿勢。 

⑨地元の老舗企業の多さ。 

⑩会員の業種の多様さ。 

＜弱み＞ 

①会員の年齢層が高い傾向にあり、５０歳前後以下が相対的

に少ない。 

②男性しかいない。女性の会員がいない。 

③親子で同じクラブに入りづらい？ 

④地元の企業が相対的に少ない。 

⑤業務多忙で出席率が低い。毎週の出席を求められる。 

＜機会＞ 

①ＲＣに加入していない支社長・支店長の存在。 

②女性経営者の増加。女性の会員候補者の存在。 
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③会員の人脈。 

④県が起業家支援を強化。 

⑤旧大和跡地に企業が進出？ 

⑥県が起業家支援を強化。 

⑦ＲＣの広報の充実。 

⑧入会候補者のリスト作成。 

＜脅威＞ 

①古町地区の企業の減少。 

②高齢化。 

③新規開業率の低下。 

④後継者不在による会社の閉鎖（事業承継の問題）。 

⑤新潟の他のＲＣが若手を積極的に勧誘。 

⑥ＲＣの数が多い。 

⑦奉仕への共感があるか。 

⑧女性会員獲得に保守的であること。 

⑨ＳＮＳなどの非対面化の拡大。 

⑩他人主義の進展。 

上記の弱み・脅威を認識しつつ、強み・機会を生かして、会員

数１１０名の目標達成に向けて、引き続き取り組んでまいりたい

と考えおります。ＳＷＯＴ分析にご協力いただき、ありがとうござ

いました。 

本日は、長期交換受入学生のオリエンテーション、歓迎昼食

会、ＳＷＯＴ分析の結果についてお話をさせていただきました。

今回の長期交換学生の受入れを通じて、皆様と青少年奉仕、

国際奉仕の思いを共有できることを祈念し、会長の挨拶とさせ

ていただきます。 

(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) １００％出席バッチの贈呈（藤井邦之委員） 

梅津 雅之君 １年   

(5) 誕生日お祝い贈呈(８名) 

(6) 結婚記念日お祝いの紹介(８名) 

(7) 委員会報告 

・織戸会計より２０１７-１８年度決算報告 

・田中堅一郎監査役より監査報告 

・新田米山奨学委員長より地区セミナー報告 

2017～2018 年度新潟クラブの実績は 普通寄付 340,000

円特別寄付 1,218,000円、個人平均寄付額は 16,934円で

した。2560 地区（56 クラブ）は全国７位。 

 

 

(8) 同好会報告 

・山田 隆一野球部監督 １０月７日 ハードオフエコスタジ

オで市内７ＲＣ野球大会が開催されます。参加の方は選

手・応援いずれもメークアップ扱いとなることが理事会で承

認されました。9/25 決起大会、９/１１,９/１７,１０/２夕方から

練習を行います。 

・吉田 料理研究会幹事 本日の料理研究会は台風の為、

取りやめとさせて頂きます。次回は１０月１６日（火）を予定

しております。 

(9) 各種ご寄付の発表 

ロータリー財団寄付発表(秋山 博一委員) 

宇尾野 隆君 秋山 博一君 

米山奨学会寄付発表(新田 幸壽委員長) 

吉田 和弘君  

青少年育成基金寄付発表(本間  彊副委員長) 

田中堅一郎君 細野 義彦君 

本間  彊君  

(10) ニコニコボックス紹介（渡辺 雅美委員） 

・徳永 昭輝君 皆様のご協力で３分間スピーチ集が出来

上がりました。ありがとうございました。 

・白勢 仁士君 私の関係させて頂いているノートルダム新

潟清心学園は、この夏全国中学校バスケットボール大会第

３位、北信越高校バスケットボール大会第４位、全日本高

校大学ダンス第４位という輝かしい成績を収めました。 

・松本 康宏君 先日、防災の呼びかけをテーマに新潟日

報さんにインタビュー記事を掲載いただきました。本日も大

きな台風が近づいています。今日ぐらいは真っすぐ家に帰

りましょう。 

・山本 正治君 ９月２２日 結婚記念との報告がありました。

今年が金婚式なのでニコニコします。 

 

(11) 会員スピーチ 

  ・㈱電通東日本新潟支社支社長 安野克彦君 

・㈱ユアテック新潟支社常務取締役支社長 中山哲克君 

 

 

(12) ９月 ４日例会の出席率 ７６．４０ ％ 

会員数 ９１名（出席免除会員 ７名） 

出席者 ６８名（出席免除会員 ５名を含む） 

 (2週間前メーク後 ９１．０１％) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月１８日の例会予定 

卓話「情報誌の昔と今──雑誌編集者の頭の中」  

㈱ジョイフルタウン 代表取締役 棚橋和博氏 

 

新潟ロータリークラブホームページアドレス 

http://www.niigatarc.jp/ 

 
９月４日 理事会報告 出席者１３名 

 
 
１ ２０１７～１８年度決算報告の件 ＝承認 
配布資料をもとに織戸会計より説明 
 
２ 指名委員会開催について  
配布資料をもとに若槻会長より報告 
第１回開催 １０月２日（火）１３：３０  
 
３ ９月のプログラムについて ＝承認 
９月 ４日 会員スピーチ 
・㈱電通東日本新潟支社支社長 安野 克彦君 
・㈱ユアテック新潟支社 
常務取締役支社長 中山 哲克君 

９月１１日 卓話 水と土の芸術祭について 
水と土の芸術祭２０１８実行委員会事務局 
事務局長 眞島 幸平さん、事務局員 樋口智紀さん 

９月１８日 卓話  
㈱ジョイフルタウン 代表取締役 棚橋和博さん 

９月２５日 会員スピーチ 
・ＮＨＫ新潟放送局局長 矢野達史君 
・新潟信用金庫理事長 小松 茂樹君 
 
４ ＩＭ登録費用、地区大会登録費用の一部をクラブが

負担する件 ＝承認 
ＩＭ登録費用１万円（うちクラブ負担５，０００円） 
地区大会１日目晩餐会登録費用１万５０００円（うち

クラブ負担９，０００円） 
 地区大会２日目登録費用１万５０００円 
（うちクラブ負担８，０００円） 
 
５ 職場訪問の件（職業奉仕委員会） ＝承認 
１１月１３日（火）例会終了後  スワンレイクビール 
 
６ １０月７日（日） ７ＲＣ親善野球大会メーキャッ

プ（参加者・応援者）の件 ＝承認 
大澤幹事より説明 

 
７ ７月２４日 納涼例会収支表について 
配布資料をもとに大澤幹事より説明 
 

 
8 月 21 日 臨時理事会報告 出席者１３名 

 
 

１ 「会員候補者に対する意見」の取扱いについて 
意見１件あり、内容精査の結果、取扱いはしないこ

とで承認された。 
 
２ 例会の出席免除申請の件  小山 楯夫君  
定款第 12 条 3 節（ｂ）により承認された。 
 
３ 第２５６０地区からの「物故会員のご報告のお

願い」について 
親族の意向を確認し写真データを使用するか確認す

る。 
若槻会長より説明。 
過去 3 年の地区大会でも物故会員の写真がスクリー

ンに流れていたが、新潟ＲＣでは対象者がいなかっ

た。今後は対象者の遺族の同意が得られた場合のみ、

写真をお預かりして提出する。 
 
４ 2006-07 年度地区ガバナー 中條 耕二 様  

ご逝去について 
本日の例会でお別れの会を案内する。 
若槻会長、石本理事より説明 
9 月 6 日（木）ジオ・ワールードビップにてお別れ

の会が開催される 
 
５ ８月２４日 海岸清掃について 
本日の例会で台風による可否について案内する。 
佐藤理事より説明。 
台風直撃で中止となる可能性もあるが、中止となっ

た場合の連絡手段についての説明有り 
※その後例会内にて判断は８月２２日に行ない、連

絡する旨の報告有り。 
わからない場合は会場となる Sea Point NIIGATA
に問合せすれば答える。 

http://www.niigatarc.jp/

