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新潟 RC １０月第 1 例会 (2018.10.2) №３２５１ 

 

(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。週末、東京で仕事があり、羽田空港や東京

駅に行く機会がありました。改めて感じるのは、外国人が多い

ということです。品川のホテルに宿泊しましたが、英語、フラン

ス語、中国語などが飛び交い、日本ではないような感覚でした。

これに対し、新潟ではあまり外国人を見かけません。同じ地方

都市でも、金沢や長野に行くと、それなりに外国人を見かけま

すので、実感レベルですが、新潟のインバウンドには課題が

あるのだと思います。本日の新潟日報朝刊に日本銀行の武田

支店長のコメントが掲載されていました。地域経済の活性化に

向けて県内での消費を増やす必要性について、例えば訪日

外国人を呼び込むためには企業はもちろん、企業以外も連携

して取り組むことが必要であるとコメントされています。まさに、

官民あげてオール新潟で取り組むべき課題であり、ロータリー

クラブの職業奉仕、社会奉仕のテーマとしても相応しいのでは

ないでしょうか。ちなみに、乗り物好きの私としては、羽田便の

復活を提案したいと思います。例えば、朝と夕夜に一日二往

復、ＡＮＡの７４人乗りのボンバルディア製のプロペラ機（高性

能のターボプロップエンジンです。）を運行し、官民挙げての

援助や補助等により、新幹線並みの価格を実現できれば、夢

の話ではないかもしれません。空港アクセスが議論になってい

ますが、全国の地方空港と比較して、現状の新潟空港のアク

セスは悪くないと思います。むしろ、空港発着のタクシーを定

額料金制（例えば、中心地まで一律１０００円）にしたり、インバ

ウンドを対象にした割引サービスを行うなど（無料化も検討）、

思い切った施策を検討し、社会実験として実施するのも面白

いと思います。いろいろ考えるとワクワクする気持ちになりま

す。 

 

さて、１０月になりました。４月からの年度でいいますと下半期

の始まりになりますし、ロータリー年度でいいますと第一四半

期が終わり、第二四半期の始まりになります。衣替えの季節で

もあり、いろいろな意味で節目の月です。本日は、私たちのク

ラブにとっても記念すべき日になります。既にご案内のとおり、

本日、新潟ロータリークラブ初の女性の会員として桒原美樹さ

んをお迎えすることになります。ロータリークラブは、１９０５年

に設立されて以来、長らく会員を男性に限定していましたが、

１９８７年に米国連邦最高裁判所が、ロータリークラブが性別を

理由に女性を会員として拒否することはできないという判決を

下したことを契機に、１９８９年の規定審議会において、ロータ

リークラブの会員は男性に限られるとする RI定款の要件を削

除することを可決し、世界中のロータリークラブで女性の入会

が認められることになりました。現在、全世界の女性のロータリ

アンの割合は約２０％に増えました。ちなみに第２５６０地区に

おける女性会員の割合は約６．７％です。女性の社会進出に

伴い、職業人としてのロータリアンが増えていくのは自然な流

れではないかと思います。したがいまして、私としては、桒原さ

んが、会員からの推薦を受けて、自然な形で、自然な流れの

中で入会されることを大変嬉しく思います。性別・年齢に関わ

らずロータリアンとして相応しい人格、見識を有している職業

人の入会は歓迎されるべきであり、今後も入会を促進したいと

考えております。 

事実上の男子校が名実ともに共学校に変わりますので、良い

意味で何らかの変化が起きるものと思われます。私たちのクラ

ブが新たな一歩を踏み出すことを嬉しく思いますとともに、本

日の記念すべき日を契機に、歴史と伝統ある私たちのクラブ

がますます発展していくことを祈念し、会長の挨拶とさせてい

ただきます。 

 

 

 2018-19年度 

国際ロータリー会長 

バリー・ラシン 
 

2018～19 年度 
新潟ロータリークラブ会長 

 
若槻 良宏  

 
 

国際ロータリー 
2018-19 年度テーマ 

インスピレーションになろう 



(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) 新会員紹介 

 

 

 

 

1956 年東京都世田谷区生まれ。1979 年テレビ朝日入社。

2013 年株式会社新潟テレビ 21 着任。昨年 6 月から社長。

趣味 読書、歌舞伎、文楽鑑賞、ゴルフ。UX に来て、5 年

が過ぎました。新潟の自然の美しさ、恵み、人の優しさ、ご

縁があったたくさんのみなさまに支えていただき、今ここに

いられることに感謝です。ロータリーの皆様との絆を大切に

して、お役に立てるよう心掛けてまいります。 

(5) １００％出席バッチの贈呈（小林  悟委員長） 

竹石 松次君 11年  横村 正一君 11年 

斎藤庫之丞君 17年   

(6) 誕生日お祝い贈呈(５名) 

(7) 結婚記念日お祝いの紹介(１５名) 

(8) 委員会報告 

・本多晃ライラ委員長 0 直江津ロータリークラブにより 9 月

29～30日に開催された第18回ライラ研修に、新潟ロータリ

ーアクトの 6 名と共に参加しました。会場は直江津駅前の

ホテルセンチュリーイカヤでした。29 日の午前は開会式の

のち 6 月に新規オープンした上越水族館の館長の講演で

した。横浜の八景島水族館から来られた方で、開業時の苦

労話や現在の状況、今後のプランなどの話を伺いました。

午後は水族館に移動して見学しました。懇親会は越後おも

てなし隊の上杉謙信が直江兼続などを引き連れてきて演

武を行うなどの余興もありました。30 日はえちごトキめき鉄

道の社長による観光列車についての講演でした。どちらの

講演とも地域の方と共に観光を通じて、地域を盛り上げて

いこうとの意気込みが感じられた講演でした。 

(9) 同好会報告 

・吉田和弘料理研究会幹事  １０月１６日午後６時より新潟

調理師専門学校にて料理研究会を開催致します。是非、

御参加下さい。 

(10) 各種ご寄付の発表 

ロータリー財団寄付発表(小林 敬直副委員長) 

小林 敬直君  

米山奨学会寄付発表(仙石 正和副委員長) 

樋熊 紀雄君 白勢 仁士君 

宇尾野 隆君 吉田 和弘君 

青少年育成基金寄付発表(池上茂樹委員) 

田中堅一郎君 本間  彊君 

小田  等君 池上 茂樹君 

(11) ニコニコボックス紹介（武田 直己副委員長） 

・高橋 正秀君 ９月２５日、３５回目の結婚記念日に

御祝の花を頂き感謝。新潟ロータリークラブの皆様あ

りがとうございました。 

・竹石 松次君 UX の桒原美樹さんの入会を記念し

てニコニコします。 

・務台昭彦君 UXの桒原社長の入会をお祝いしてニ

コニコします。 

・鈴木 滋弥君 台風２４号の直前に孫を連れて長崎

へ行って来ました。快晴に恵まれ楽しい観光が出来

ました。 

・池田 修人君 誕生日祝のニコニコ、かなり遅くなり

ました、すみません。 

(12) 幹事報告（大澤 強） 

・例会終了後４階「柳の間」にて指名委員会を開催致

します。 

 ・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) 米山奨学生チャギーさんによる研究内容の発表 

米山奨学生 ソド チャンドマニチメグさん 

 

(14) １０月２日例会の出席率 ７４．１６％ 

会員数 ９３名（出席免除会員 ７名） 

出席者 ６６名（出席免除会員 ４名を含む） 

 (2週間前メーク後 ８４．０９％) 

 

１０月１６日の例会予定 

会員スピーチ 

・株式会社天朝閣グループ 代表取締役 古田秀衛君 

・全日本空輸株式会社新潟支店 支店長 鈴木宏司君 

 

 

 

新潟ロータリークラブホームページアドレス 

http://www.niigatarc.jp/ 

 

 

・㈱新潟テレビ２１  
代表取締役社長 桒原美樹さん 
ご紹介 竹石 松次君 
所属委員会 社会奉仕委員会 

http://www.niigatarc.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月２日 理事会報告 出席者１３名 
 

１．１０月のプログラム＝承認 

１０月 ２日 米山奨学生チャギーさんによる研究内容の発表 

１０月 ９日 卓話「日本のロータリークラブ誕生と米山梅吉の思想」 

新潟経営大学 学長 堀 峰夫さん 

   １０月１６日 会員スピーチ 

・株式会社天朝閣グループ 代表取締役 古田秀衛君 

・全日本空輸株式会社新潟支店 支店長 鈴木宏司君 

   １０月２３日 月見例会 

   １０月３０日 職業奉仕委員会のスピーチ② 

２． ２０１７－１８（新保）年度地区資金決算報告書（案）の件＝承認 

別紙 国際ロータリー第 2560 地区 2017－2018 年度 地区資金収支計算報告書（案）参照 

（若槻会長より報告説明） 

１１月の地区大会で審議予定の決算報告書です。これに先立ち、理事会において内容について

ご承認をお願いしたいと存じます。地区からの報告によりますと、収入は予算を上回り、支出は予

算内に収まったとのことです。公認会計士による会計監査も終了し、極めて良好且つ非違はなか

ったとの意見が付されています。 

３．社会奉仕プロジェクトとして、障害者雇用に関するシンポジウム 

「Ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ×Ｉｎｃｌｕｓｉｏｎ～多様性で新潟を強くする！」を共催する件 

  （若槻会長より説明） 

今年度は、社会奉仕委員会のプロジェクトとして、障害者の就業促進のための活動を行う予定で

す。その一環として、２０１９年２月１９日（火）に、障害者の働き方に関するシンポジウムを開催した

いと考えております。詳細については添付の企画書をご参照ください。これは、昨年例会で卓話

をお願いした肥田野正明さん（障害者アートの卓話）が加入している新潟市異業種交流協同組合

との共催による企画になります。内容については、「障害者の多様な働き方を学び、新たな企業就

労を探る！」という目的で、①基調講演（東京大学先端科学技術研究センター准教授近藤武夫

氏、ソフトバンク株式会社のＣＳＲ部課長の木村幸絵氏）②パネルディスカッションを予定していま

す。パネラーには、当クラブから１名選出したいと考えております。ソフトバンクは、短時間労働の

仕組を提案・実践している企業であり、最新の取組みについて紹介してもらう予定とのことです。 

当クラブの分担事項としては、①広報、集客、②当日の受付、③パネリスト１名の選出、④当日の

記録化（ＤＶＤ）です。記録化（ＤＶＤ）については費用負担が発生しますので、社会奉仕委員会

の事業費から支出する予定です。また、広報、集客の観点からも、新潟市内の他のＲＣにも共催

又は後援を呼びかけたいと考えております。 

詳細については、今後詰めたうえで、適宜、理事会に報告する予定です。 

⇒新潟ＲＣ参加する。具体的には佐藤社会奉仕委員長が進めていく 承認された 

４．入会推薦の件=承認 

・東北電力(株)新潟支店 上席執行役員新潟支店長 髙野 広充君 

 推薦者 武田 眞二君 高橋 康隆君 

５．第２５６０地区２０１９－２０２０年度の長期交換学生として佐藤花与さんを推薦する件＝承認 

６．その他 

新潟中央ＲＣよりの「グローバル補助金プロジェクトへのご参加とご協力のお願い」   （別紙参

照）幹事大澤より上記書面の報告。 

⇒新潟ＲＣはミャンマープロジェクトを傾注継続する 


