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新潟 RC １２月第 1 例会 (2018.12.4) №３２６０ 

 

(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 

  本日は 11月 21日にご逝去された大谷正雄名誉会

員を偲び、追悼例会とさせていただきます。 

 

(3) 故大谷名誉会員追悼 

・会長より大谷名誉会員についてご紹介 

  １９７６～７７年 新潟ロータリークラブ会長 名誉会員  

大谷正雄さんが１１月２１日 ９７歳でご逝去されました。 

功績紹介等 

１９６３年３月２６日 新潟ロータリークラブ入会 (在籍 49

年間) 

１９６７～６８年度 幹事 

１９６８～６９年度 幹事 

１９７６～７７年度 会長 

＜地区関係＞ 

１９７１～７３年  地区ローターアクト委員 

１９７３～７５年  地区ローターアクト委員長 

１９７８～７９年度 地区ローターアクト委員 

１９８３～８６年  地区幹事 

１９８９～９１年  ロータリーの友委員 

１９９２～９３年度 地区リーダー会議委員長 

・４２年１００％バッジ受賞 

・青少年育成基金設立、運営に多大なるご尽力をいただ

き、同基金、米山奨学会、ロータリー財団へ長年に亘り、

多額の寄付をされました。 

・２０１２年６月５日の理事会決定により、７月より名誉会員

になられました。 

・小山楯夫副会長より追悼スピーチ 

「大谷正雄名誉会員のこと」 

大谷名誉会員の事は、先週の例会で少々思い出話を致

しましたが、時間の制限もあり言いそびれた事もあります。

若槻会長より、週報にもう少し書くように言われ、したため

てみました。 

ゴルフやお酒の事、太平洋戦争では特攻隊に志願し出

撃寸前に終戦となったという事はお話しました。大谷氏の

クラブ職業分類は工具配布で、営業車には大谷商会の

文字と歯車が描かれています。何時からそうなのか分か

りませんが、ロータリーのエンブレムとよく似た歯車です。

工具配布業とはいえ、詳しくお訊きすると、亀田製菓の煎

餅や柿の種を焼く機械をドイツから輸入し、納入したとの

事で、産業機械・IT事業・食品を取り扱う幅広い商社のよ

うです。 

また一方、正反対のソフトな事業も手掛け、オランダ、オ

ーストラリア、中国など世界中から花卉を空輸入し、成田

にその会社を置き、その他食品や多種の営業を娘婿氏

のアルバート・ベッツラー社長をはじめ、ご家族一つにな

って会社を発展させてきたリーダーでした。 

 ロータリーでは、大谷氏が地区幹事就任年度(1983-84

年度)のクラブ幹事研修会で言われたことを忘れることが

できません。「前例にとらわれず、規則を破らず一年間思

い切って好きな事をしなさい。ロータリーは倒産しないか

ら・・・」と強く印象に残った言葉でした。厳しさの中にユー

モアと笑顔を絶やさない優しいロータリーのリーダーでし

た。大谷正雄氏と知り合い、多くの事を学ぶことができ、

共にロータリーを過ごすことができた事は、ロータリークラ

ブと云う特殊な素晴らしい組織がある故、と改めて思うの

です。 

 大谷氏の思い出は限られた紙面で書き切れません。中

途半端な文章ですがお許しください。 

大谷正雄名誉会員のご冥福を心よりお祈り申し上げま

す。 

 

・大谷正雄名誉会員のご冥福を祈り黙祷 

 

 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 



(4) ビジターの紹介 

・鈴木 龍雄君（新潟東 RC） 

(5) 米山奨学生  

ソド チャンドマニチメグさん奨学金贈呈 

(6) １００％出席バッチの贈呈（藤井 邦之委員） 

若槻 良宏君 3年  坂井 賢一君 5年 

山本 正治君 24年   

(7) 誕生日お祝い贈呈(９名) 

(8) 結婚記念日お祝いの紹介(３名) 

(9) 吉田料理研究会幹事報告 

次回は 2 月以降を予定。米山奨学生のチャギ

ーさんを交え、モンゴル料理も企画しますので、

ぜひご参加ください。新入会員のみなさんのお

越しも大歓迎です 

(10) 各種ご寄付の発表 

ロータリー財団寄付発表(本多 晃委員) 

金井 政則君 内山  清君 

本多  晃君  

米山奨学会寄付発表(新田 幸壽委員長) 

宇尾野 隆君 仙石 正和君 

吉田 和弘君、  

青少年育成基金寄付発表(本間 彊副委員長) 

本間 剛三君 田中堅一郎君 

細野 義彦君 池上 茂樹君 

本間  彊君  

 青少年育成基金管理委員会副委員長 本間 彊 

「故大谷正雄さんと青少年育成基金」 

 去る 11月 21日に新潟ロータリークラブ大谷正雄名誉会

員がご逝去されました。ここに謹んで哀悼の意を捧げたい

と思います。故大谷正雄さんは「新潟ロータリークラブ青少

年育成基金」を創設され、偶然ながら今この場でご寄付の

発表をさせて頂くことになりました。ふりかえって大谷さん

の時代の先を見据えたご奉仕に思いを致しております。 

30年前、新潟クラブの創立 50周年記念事業として青少年

育成基金を創設することが決まり、大谷さんがリーダーとな

りクラブ基金の他、ご本人が多額のご寄付をされ基金の創

設という大きな功績を残されました。創設時に私も大谷さん

の下でお手伝いをさせて頂きましたのでいささかの感慨が

ございます。この基金は現在 4,772万円の残高があります

が、預金利息と毎年のご寄付の総額により未来を担う青少

年及びその指導者に対して毎年、表彰、支援を行っており

ます。これは新潟クラブ独自の活動であり、この活動を支

えるための基金であります。会員の皆様からの浄財を減額

することなく、支援するためのご寄付をこれからもお願いし

たいと思います。 

(11) ニコニコボックス紹介（山田 周委員） 

・敦井 栄一君 誕生日のお祝、ありがとうございました。 

７６年の人生で一番カンゲキしました。 

・小飯田 澄雄君 結婚祝いのお花有難うございました。 

４５年たちました。又、今晩の野鴨を食べる会に２７名の参

加を頂きありがとうございます。楽しみにしております。 

・井東 昌樹君 この度、１００年以上の歴史を有する長寿

企業の会を立ち上げることになりましたので、その記念に

ニコニコします。キックオフミーティングを 12/18（火）18：00

～イタリア軒にて開催します。長寿企業又は長寿企業でな

くとも結構ですので多くの方に参加頂ければ幸いに存じま

す。 

・福地 利明君 ①２月１日にレインさんのホストファミリー

の皆様と夕食会をしてレインさんが帰る迄、ホストファミリー

にお願いしたので楽になりました。 

・樋熊 紀雄君 １２月３日新潟南病院関連施設としてにい

がたみなみ めいけクリニックを開院しました。よろしくお願

いします。 

(12) 幹事報告（大澤 強） 

・例会後、ロビーにてロータリー情報委員会を開催致しま

す。 

・本日の野鴨を食べる会にご出席の方は午後５時イタリア

軒前よりバスが出ます。 

(13) 年次総会開催 

 

(14) １２月 ４日例会の出席率 ８１．１１％ 

会員数 ９３名（出席免除会員 ７名） 

出席者 ７３名（出席免除会員 ３名を含む） 

 (2週間前メーク後 ８２．０２％) 

 

１２月１７日の例会予定「会員スピーチ」 

・「疾病構造と民間医療」  

(医)新成医会理事長 渡邉 毅 君 

・「人生１００年時代へ「安心の絆」をお届けし続ける

会社であるために」 

第一生命保険㈱新潟支社支社長 池上 茂樹君 

 

 

 

新潟ロータリークラブホームページアドレス 

http://www.niigatarc.jp/ 

 

http://www.niigatarc.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月４日 理事会報告 出席者１２名 

 

 

１ 年次総会について  

  役員・理事候補者を大澤幹事より報告 

年次総会にて会員より承認を得る 

 

２ 月見例会収支報告、承認 

  若槻会長より報告、予算内で月見例会を終了できた  

 

３ 次年度地区役員推挙依頼について ＝承認 

 ・ロータリー財団委員会 

  学友会委員長  高橋 秀樹君 

  資金管理委員会委員長、奨学金・VTT 委員会委員  

得永 哲史君 

 ・米山記念奨学委員会 

  奨学生選考委員会委員  小木 將綱君 

  奨学生選考委員会委員  宇尾野 隆君 

 

４ １２月のプログラムについて ＝承認 

12月 4日 年次総会開催 

12月 11日 社会奉仕委員会について  

小林 建委員長 

12月 18日 会員スピーチ  

・「疾病構造と民間医療」 

      (医)新成医会理事長 渡邉 毅君 

・「人生１００年時代へ「安心の絆」を 

お届けし続ける会社であるために」 

第一生命保険㈱ 

新潟支社長 池上 茂樹君 

12月 25日 職業奉仕にまつわる話  

石橋 正利委員長 

 

５ ミャンマー医療支援プロジェクト贈呈式について 

  現況を徳永前会長より報告 

  日程は２０１９年１月２３日～２７日を予定、参加

人数は５～６名で調整中 

  追って会員へ贈呈式参加者を募ることとする 

 

６ １２月４日の例会内にて故大谷正雄さんの追悼を

行う件について 

  若槻会長より本日の例会に於いて追悼を行う説明

があった 

 

７ 国際ロータリー第2560地区ロータリー青少年交換

長期派遣学生候補者の件＝若槻会長より報告 

当クラブが推薦した佐藤花与さんが、次年度の 

国際ロータリー第2560地区ロータリー青少年交換

長期派遣学生候補者に決定した 

 



年 次 総 会 開 催 

 

１）総会の成立 

・若槻 良宏議長（会長）＝クラブ定款第８条第２節、クラ

ブ細則第４条第１節に基づき年次総会を開催いたしま

す。 

・大澤 強幹事＝会員数９３名のところ７３名の出席です。

クラブ細則第４条第３節により過半数の出席があり、定足

数は充足されており総会は成立しました。 

２）議案説明 

・若槻 良宏議長（会長） 

議案第１号「次々年度(2020～ 2021年度) 会長（次年度

会長ｴﾚｸﾄ) の選出」 

  議案第２号「次年度役員、理事の選出」 

  議案第３号「次年度監査役の選出」 

  議案第４号「次年度会長の確認」 

 以上４議案です。 

３）議案第１号「次々年度会長（2020～2021 年度) ＝次

年度会長エレクトの選出」 

・若槻 良宏議長＝議案第１号「次々年度会長（2020～20

21年度) ＝次年度会長エレクトの選出」を行います。クラ

ブ細則により、指名委員会を設置、指名委員会を開催い

たしました。その結果を指名委員長より報告をお願いいた

します。 

・指名委員会（小林 敬直委員長）＝指名委員会では「20

20-2021年度会長候補」に高橋 秀松君が全員一致で指

名（推薦）されました。ここで 高橋 秀松君の「ロータリー

歴」を紹介いたします。 

 

「高橋 秀松君のロータリー略歴」 

 

２００６年７月１８日 入会 

２００７～０８ IA委員長、ライラ副委員長 

２００８～０９ 出席委員長 

２００９～１０ ライラ委員長 

２０１０～１１ 職業奉仕副委員長 

２０１１～１２ 幹事(役員) 

２０１２～１３ 会計(役員) 

２０１４～１５ 会員増強副委員長 

２０１５～１６ 副ＳＡＡ 

２０１６～１７ R情報副委員長 

２０１７～１８ 会員増強副委員長 

２０１８～１９ 親睦副委員長 

 

ポール・ハリス・フェロー 

～全員拍手で承認～ 

 

 

 

４）次次年度会長高橋 秀松君挨拶 

今ほど、2020～2021会長候補者にご指名を頂きました、

高橋秀松です。2006年に入会させていただきました。い

ろいろな事がありました、時にはＲＣの退会を考えた事も

ありました。スポンサーの敦井さん塚田さんから厳しく叱咤

されたことを思い出しております。今ここにいる事が出来ま

したのもスポンサーはじめ、皆さんのおかげと感謝してい

ます。いまだに、ロータリー会長、他人事の様な気がして

なりません。 

2020年7月は、ちょうど東京オリンピックの開幕の頃です。

私の今の心境は、実力もないのに間違って、オリンピック

に出場することになったマラソン選手の心境です。1年以

上の長距離を走り続けることが出来るだろうか？途中で転

んだらどうしょう？リタイヤしたらどうしょう？不安でいっぱ

いです。 

只、皆様から信任いただけましたからには、再来年の7月

に向けて、全力で準備を進め、精進努力を重ねて参る所

存です。引き続きご指導ご支援をよろしくお願いいたしま

す。 

５）議案第２号「次年度の役員の選出」 

・若槻 良宏議長＝次に議案第２号「次年度役員、理事

選出」についてであります。「指名委員会」のご報告をお

願いいたします。 

・指名委員会（小林 敬直委員長)=指名委員会では「役

員候補７名」を全員一致で指名（推薦）致しました。＝別

表 

・若槻 良宏議長＝ただいま小林 敬直指名委員長より

発表された「役員候補者」についてみなさまの「全員の拍

手」でご承認をお願いいたします。 

～全員拍手で承認～ 

６）「次年度の理事の選出」 

・若槻 良宏議長＝次に「次年度理事の選出」について

であります。「指名委員会」のご報告をお願いいたします。 

・指名委員会（小林 敬直委員長)=指名委員会では「理

事候補者７名」を全員一致で指名（推薦）されました。＝

別表 

・若槻 良宏議長＝ただいま小林 敬直指名委員長より

発表された「理事候補者」についてみなさまの「全員の拍

手」でご承認をお願いいたします。 

～全員拍手で承認～ 



７）次年度の役員、理事「当選」の宣言 

・若槻 良宏議長＝以上をもって次年度の役員、理事の

「当選」を宣言いたします。 

８）次に議案第３号「次年度監査役の選出」であります。細

則第７条財務第３節「現会長は年次総会において２名の

次 

年度監査役を指名し承認を得るものとする」により

次年度監査役に敦井 栄一さん、細野 義彦さん

を指名させて頂きます。ご質問等ございませんでし

ょうか。なければ全員の拍手でご承認を頂きたと思

います。 

   ～拍手～  承認   ありがとうございまし

た。 

９）議案第４号「次年度会長の確認」 

・若槻 良宏議長＝議案第４号「次年度会長の確

認」です。 

 クラブ細則により、山田 隆一君を次年度の会長

として昨年の年次総会においてご承認をいただき

ました。改めて確認させていただきます。それでは

次年度会長 山田 隆一君にご挨拶をお願いいた

します。 

１０）山田 隆一次年度会長（会長エレクト）挨拶 

昨年度の総会で皆様から会長エレクトとして承認

頂きました山田です。よろしくお願いします。今ほ

どは次年度役員、理事を承認頂きありがとうござい

ます。私は来年７月より会長としてスタートしますが

承認を頂きました役員、理事を始め会員皆様から

ご理解やご協力を頂きこの歴史と伝統ある新潟ク

ラブを運営していく準備に入りたいと思います。特

に私の会長年度は新潟クラブ８０周年というお目出

度い記念すべき年度になります。それにふさわしい

内容や事業になるよう皆さんと意見交換をして組織

を考え計画企画して参りたいと思います。只まだ若

槻年度の期間もあと半分あります。若槻年度が充実

するよう協力しながら勉強させて頂きます。浅学菲才

で申し訳ありませんが一生懸命頑張るつもりですの

で皆様からのご指導 

ご協力をよろしくお願いします。ありがとうございま

す。 

11）閉会                            

 

 

 

 

2019～20年度新潟ロータリークラブ理事・役員 

 

 

 

監査役   敦井 栄一  細野 義彦 

 

役員･会長 山田 隆一 

役員･会長エレクト 高橋 秀松 

役員・副会長 小林 敬直 

役員・幹事 秋山 博一 

役員･会計 大澤  強 

役員・S.A.A. 吉田 和弘 

役員・直前会長 若槻 良宏 

理事・クラブ奉仕A委員長 高橋 康隆 

理事・クラブ奉仕B委員長 本間  彊 

理事・職業奉仕委員長 小林  悟 

理事・社会奉仕委員長 佐藤 紳一 

理事･国際奉仕委員長 宇尾野 隆 

理事・青少年奉仕委員長 石川 治壱 

理事・ロータリー財団委員長 高橋 秀樹 


