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新潟 RC ６月第 1 例会 (2019.6.4) №３２８４ 

 

(1) 「君が代」斉唱  

ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

(2) 小山 楯夫副会長挨拶 

 本日は、若槻会長ほか3名は、6月1日から5日ドイツ・ハン

ブルグで開催の国際ロータリー世界大会参加のためご欠席

ですので、副会長の小山が会長を代行致します。 

 ロータリーでは、会員に馴染みのある世界的会合が三つあ

ります。 

1. 国際大会。 毎年 5月に開催されます。ロータリーの

会員、その家族は誰でも参加する事ができます。3 年先まで

開催地が決まっております。(来年はホノルル、再来年は台北) 

2. 国際協議会。 毎年 1 月、世界 538 地区から選出さ

れたガバナーエレクトが、カリフォルニア南部のサンディエゴ

で、配偶者と共に 1 週間研修を受けます。そして、 

3. 規定審議会。 3年に1度4月に開催され、世界538

地区のガバナー経験者の中から選出された代表議員が出席

し 4～5 日の日程で、シカゴで開催され、組織規定(RI及び標

準クラブ定款)の見直し・改定が審議されます。 

 此処では、今年 4 月 14 日から 18 日に開催された、規定審

議会に付いてお話します。 

審議会開催 2 年前から、各クラブ、各地区が承認した立法案

と、RI理事会から提出された立法案の審議を行います。今年

は 117 の立法案が審議され、47 件が採択され 70 件が否決さ

れました。我が国から 13 地区 25 件、RI理事会から 26 件、イ

ンドから16件、米国から15件、その他フランス、イギリス、オー

ストラリア、ナイジェリア、南アフリカ、韓国などです。 

 RI理事会提出立法案 26件中 21件が採択、一方、日本から

の提出立法案 25 件中僅か 6 件が採択されました。世界各国

クラブ・地区から「良し」として提出された我々の立法案が、歴

史・風土・思想の違う他の代表議員等から否決されたらどうす

るでしょうか。また、採択された法案が自分達の考え方と異な

るものであったなら、どうでしょうか。「どうせ誰も監視していな

い」となれば、以前から馴染んできた条項を踏襲する事になり、

定款・細則は「絵に描いた餅」にすぎません。 

 

 

 

 

 

 

 標準クラブ定款第18条ロータリーの目的の受諾と定款・細

則の順守  

「会員は、会費を支払うことによって、ロータリーの目的の中

に示されたロータリーの原則を受諾し、本クラブの定款・細

則に従い、その規定を順守し、これに拘束されることを受諾

するものとする。そしてこれらの条件の下においてのみ、会

員は、本クラブの特典を受けることができる。各会員は、定

款・細則の文書を受け取ったかどうかにかかわらず、定款・

細則の条項に従うものとする。」とあります。 

 RI は、地区を、ガバナー補佐はクラブを、クラブは会員を

厳しく定款・細則違反を監視し、宣告しなければ 3 年毎に莫

大の経費(毎年全会員から 1 ドル×約 122 万人×3 年＝約

366 万ドル≒約 4 億円)を徴収し、538 人の代表議員を招集

する必要性を私は感じません。「お祭り騒ぎ」と言えば言い

過ぎでしょうか。こんな大金で一つの会合を運営するなら、

世界で本当に必要な所に寄付するか、福祉・慈善活動に使

えば良いと考えます。 

 RIの肥大化、官僚化、トップダウン化の兆候が顕著である

ように感じます。そして、世界のロータリアンと、日本のロータ

リアンのロータリーに対する考え方が乖離しているようです。

ロータリーの行方を心配したイギリスのロータリアンが、同じ

ロータリアンのバーナード・ショー(アイルランドの文学者、脚

本家、劇作家、評論家など)に「明日のロータリーは何処へ

行く」と訊いたところ「ホテルに昼飯食べに行く」と答えたそう

です。 

 今回もめでたく規定審議会が終わりました。採択された組

織規定は、来月 7 月 1 日から発効します。改定された定款・

細則を順守する覚悟はできているでしょうか。 

 ロータリーの友に投稿したら、7 月号(友愛の広場)に掲載

すると云う連絡を頂きました。もう少し詳しく述べていますの

で、ご一読頂ければ幸いです。 

 

 

 

 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) ビジターの紹介・ご挨拶 

ガバナー補佐 丸山常彦君（新潟中央 RC） 

次期ガバナー補佐 千田芳資君（（新潟万代 RC） 

(4) 米山奨学生挨拶、奨学金伝達  

チュウ シュンジェイさん 

 

(5) 石本隆太郎ガバナー補佐選考委員長報告 

2020－21 年度ガバナー補佐選出の件 

ガバナー補佐の選出については、分区毎の輪番制が恒

例になっており、2020－21 年度の第⒉分区のガバナー

補佐は、新潟クラブの番となっている。地区からの要請

により、4 月理事会において選考委員会を立ち上げるこ

とが承認され、次々年度会長指名委員会内規を参考に、

直近のクラブ会長 10 名に加え、被選挙権のない石本

PDGを委員長、若槻会長が事務局を兼ねての副委員長

となり、4 月 23 日に第 1 回目の委員会を開催した。各委

員より無記名投票をしていただき、5月 21日に第 2 回選

考委員会を開催。石本委員長より宇尾野隆君が最多得

票を得たことを報告するとともに、正副委員長で、宇尾野

君のガバナー補佐引き受けの折衝に当たることが承認さ

れた。同日、宇尾野君と面談。宇尾野君より、「海外進出

計画等で業務多忙」と一旦は固辞されたが、石本、若槻

両名で説得に努め、5月30日に「受諾する。」との回答を

いただいた。以上の結果を踏まえ、6 月 4 日の理事会承

認を経て、同日開催の例会で、出席者の満場一致をも

って宇尾野隆君を、第 2 分区ガバナー補佐に推薦する

決議がなされた。 

 

(6) 誕生日お祝い贈呈(７名) 

 

(7) 結婚記念日お祝いの紹介(６名) 

 

(8) 各種ご寄付の発表 

米山奨学会寄付発表(高木 言芳委員) 

仙石 正和君 沖 和之君 

青少年育成基金寄付発表(田中堅一郎委員長) 

本間  彊君 細野 義彦君 

高橋 秀松君 津久井勝之君 

田中堅一郎君  

 

(9) ニコニコボックス紹介（武田 眞二委員） 

・大澤 強君 会長幹事でお世話になる丸山ガバナー補

佐、千田ガバナー補佐エレクト、福田ハウジング木津社長

をお迎えして 

 

・梅津 雅之君 講師をお願いした木津さんにお礼を込め

ニコニコします。私も夜のコミュニケーションは得意なので

すが昼のコミュニケーションを今日の講演を通して勉強し

たいと思います。 

・小松 茂樹君 ５月に開催された「読売旗争奪新潟県軟

式野球大会」と「新潟県信用金庫野球大会」において、ど

ちらも優勝しました。「読売旗」の方は久しぶりで「しんきん

大会」の方は１３連勝となって、おおいにニコニコします。 

・星野 圭二郎君 今月誕生月、１６日父の日、１７日私の

誕生日、１８日長男の誕生日、３日分まとめて１８日にケー

キ一つ食べる効率的な御祝があります。 

・小田 等君 木津さんを卓話にお迎えできてニコニコしま

す。 

・若杉 武君 いつもニコニコロータリアン 

 

(10) 卓話「人を育てるコミュニケーション」  

福田ハウジング株式会社  

代表取締役 木津広美 氏 

 

 

 

 

 

 

(11) ６月 ４日例会の出席率 ７７．０１％ 

会員数 ９１名（出席免除会員 ９名） 

出席者 ６７  名（出席免除会員 ５名を含む） 

 (2週間前メーク後 ８３．７２ ％) 

 

 

６月１８日の例会予定 

卓話 「骨髄バンク」 

 

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/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月４日 理事会報告 出席者１２名 
 
１ 入会推薦の件（資料は当日回覧） ＝承認 
・（学）神宮学院 専務理事 栂坂 昌春君  
推薦者 白勢 仁士君 小林 敬直君 

・辯護士法人バンビル法律事務所  
代表社員辯護士 荻原俊一君 

 推薦者 若槻 良宏君 本間  彊君 
・キリンビール㈱新潟支社長 内田 正彦君 
推薦者 岡村 健吉君 梅津 雅之君 

・㈱北越銀行新潟支店 取締役新潟支店長 山田 基君 
 推薦者 岡村 健吉君 高橋 秀松君 
・日本放送協会新潟放送局局長 太田 浩一朗君 
 推薦者 務台 昭彦君、佐藤 隆夫君 
２ 退会届の件（資料は当日回覧） ＝承認 
・㈱新潟放送 代表取締役会長 竹石 松次君（６月末日） 
・北越銀行新潟支店 取締役新潟支店長 渡辺 雅美君（６

月１８日） 
・㈱ユアテック新潟支社  
常務取締役新潟支社長 中山 哲克君 

（５月２９日 退会 事後承認） 
・日本放送協会 新潟放送局局長 矢野 達史君 
・岡三にいがた証券株式会社 代表取締役社長 金井政則君

（６月１８日）  
３ 青少年育成基金贈呈について  
青少年奉仕委員会の（案）承認後、理事会書面決議を行うこ

とが承認された（案） 
・贈呈先は青少年奉仕委員会より推薦の子ども食堂５団体

（中央区）とする 
・贈呈額は１団体１０万円、合計５０万円とする 
４ ガバナーノミニー（２０２１－２２年度ガバナー） 
候補者推薦の件 ＝報告 
他薦・自薦はなかった 

５ ガバナー補佐（２０２０－２１年度ガバナー）候補者 
推薦の件 ＝承認 

 石本委員長よりガバナー補佐選考委員会として宇尾野隆

君を推薦者とする。 
理事会、例会に於いて承認を得て推薦の手続きを薦める 

６ 7ＲＣの次年度の事務局共通経費予算案について＝承認 
  当日配布資料を元に大澤幹事より説明 
７ ６月のプログラムについて ＝承認 
６月 ４日 卓話「人を育てるコミュニケーション」  
福田ハウジング株式会社 代表取締役 木津広美 氏 

６月１１日 会員スピーチ  
新潟会計アシスト代表社員 内山 博之君 
㈱ドコモＣＳ新潟支店長 今井 聡君 

６月１８日 卓話 骨髄バンク 
６月２５日 納会例会 於 イタリア軒  

５：００受付 ５:３０開会 
８ 前橋RC とのゴルフ・野球交流戦、第２分区親睦ゴルフ

大会のメーキャップ扱いについて ＝承認 


