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新潟 RC ７月第 1 例会 (2019.7.2) №３２８８ 

 

(1) 「君が代」斉唱  

ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

(2) 山田 隆一会長挨拶 

改めまして、こんにちは。 

今年度の会長山田です。今日から一年間よろしくお願いしま

す。今日の挨拶は一回目とのこともあり私の年度の新潟クラブ

の全体の方針についてお話ししたいと思います。 

但しこのお話の趣旨は 5 月 21 日に行いました前年度と今年

度の引き継ぎを目的としたクラブ協議会でお話ししましたので

其々の委員長の皆様はある程度ご理解貰っていると思いま

すがここに会員皆様にも聞いて頂き浸透させたいと思いま

す。 

私の運営方針は基本的には国際ロータリーの RI会長の方針

やそれを受けての地区ガバナーの方針に基いていますが RI

会長も今年度方針で「ロータリー活動の中心はクラブでありク

ラブの活動に注力しなければいけない」と言っていますので

私の活動方針も新潟クラブとして注力すべき事を活動方針の

重点としています。 

従いましてテーマを「温故知新・８０周年でつながろう」とし、新

潟クラブとして80周年をお祝いし、楽しみながら活動を充実さ

せることを方針の柱としています。 

更に具体的には今年度の新潟クラブの会長方針として三つ

をあげ皆さんからも協力頂きたいと思います。つまり 

１． 全員参加で創立 80 周年記念行事、事業を成功させよう。 

２． 会員拡大、増強を強化しよう。 

３． 会員相互、対外親睦を推進しよう。 

です。よろしくお願いします。 

これを受けての委員会方針については今週と再来週で各委

員長の皆様から発表頂く予定になっています。今年度のだい

たいの概要をつかんでいただくようよろしくお願いします。 

以上会長挨拶でした。ありがとうございます。 

 

 

(3) 米山奨学生  チュウ シュンジェイさん  

奨学金贈呈・挨拶 

 

(4) 新会員の紹介 

 

 

 

 

 

はじめまして。この度、ＮＨＫ新潟放送局の局長に着任し

ました太田浩一朗と申します。私と新潟のご縁は、今から

40 年前に遡ります。実は私の父も、以前ＮＨＫに勤務して

いて、新潟放送局に 3 年間、単身赴任をしていた時期が

あります。40 年前、その父を訪ねて、当時高校生だった私

は、初めての一人旅で新潟の地を踏みました。今回、親

子二代で新潟に勤務することになり、深いご縁を感じてい

ます。ＮＨＫ新潟放送局は、地域に根ざした公共放送とし

て、新潟の魅力を積極的に発信して参ります。ご指導ご鞭

撻を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

北越銀行新潟支店の山田でございます。

３８豪雪１月生まれの５６才、長岡出身です。平成元年以

来、久しぶりの旧新潟市勤務で、いわゆる平成ジャンプで

す。群馬県に 6 年勤務したので温泉旅行が大好きです。

前任は三条支店で２年３カ月の在任でした。一種独特の

経済圏でしたので、鋭気を養うため毎月のように温泉に行

っていました。新潟は文化面で大変勉強になるところです

 2019-20年度 

国際ロータリー会長 
マーク・ダニエル・マローニー 

 

2019～20 年度 
新潟ロータリークラブ会長 

 
山田 隆一  

 
 

国際ロータリー 
2019-20 年度テーマ 

ロータリーは世界をつなぐ 

日本放送協会新潟放送局 

局長 太田浩一朗君 

ご紹介 務台昭彦君 

所属委員会 社会奉仕委員会 

㈱北越銀行新潟支店  

取締役新潟支店長  

山田 基（もとい）君 

ご紹介 岡村健吉君 

所属委員会 国際奉仕委員会 



ので、精一杯頑張りたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 



 

 

 

 

 

４月から新潟に参りましたキリンビール新潟支社の内田で

す。前任地は東京で出身も東京ですが、両親が二人とも

新潟出身で、今回はとてもご縁があったと思っております。

趣味は野球で大学時代は高校の野球部の監督をやって

おりましたが甲子園には全く手が届きませんでした。なお、

苦手なものは仕事とゴルフです。特技も特にございません

が、入社 30 年で生ビールは 3 万杯くらい飲んでおります

ので、生ビールの状態が良いのか悪いのかどこに問題が

あ 

るのかは大体わかります。行きつけのお店の生ビールチェ

ックもご用命いただければ、すぐに出動致します！新潟の 

ことをもっと知って、その魅力を少しでも発信していくお手

伝いができたらと思っておりますので、ご指導ご鞭撻の程、

よろしくお願い致します。 

 

(5) １００％出席バッチの贈呈 

秋山 博一君 ２年  大澤  強君 6年 

若杉  武君 10年  高橋 秀松君 11年 

樋熊 紀雄君 21年   

(6) 誕生日お祝い贈呈(８名) 

(7) 結婚記念日お祝いの紹介(４名) 

(8) 委員会報告 

・織戸 IA委員長より X’mas献血を今年は１２月２２日(日) 

新潟明訓高校 IAがホスト高校となって開催致します。 

・岡村親睦副委員長 前橋クラブ合同納涼例会を７月２３

日に開催致します。奮ってご参加願います。  

(9) 各種ご寄付の発表 

ロータリー財団寄付発表(白勢 仁士委員長) 

樋熊 紀雄君 (ベネファクター) 

高橋 康隆君 松本 康宏君 

徳永 昭輝君 田中 克典君 

白勢 仁士君  

 

米山奨学会寄付発表(新田 幸壽副委員長) 

高橋 康隆君 仙石 正和君 

白勢 仁士君 福地 利明君 

 

 

 

 

青少年育成基金寄付発表(徳永 昭輝委員長) 

細野 義彦君 津久井 勝之君 

本間  彊君 小飯田 澄雄君 

徳永 昭輝君 若杉   武君 

 

(10) ニコニコボックス紹介（田中堅一郎委員長） 

・山田 隆一会長、秋山 博一幹事 一年間よろしくお願

いします。 

・本間  彊君 ニコニコは特にありませんが隣に田中堅

一郎さんが座っておられましたので。 

・梅津 雅之君 キリンビール、内田支社長の入会にニコ

ニコし今夜もキリンビールでカンパイします。 

・田中堅一郎君 ニコニコ BOX 委員会委員長を拝命しま

した。一年間ご協力よろしくお願いいたします。 

 

(11) 事業計画の発表（秋山幹事司会） 

                   (敬称略) 

1 会員増強委員会 小田 等 

2 R情報委員会 小山 楯夫    

3 出席委員会 本間  彊（クラブ奉仕 B委員長） 

4 プログラム委員会 石橋 正利  

5 親睦委員会 本間  彊 

6 ニコニコボックス委員会 田中堅一郎  

7 広報、会報、雑誌委員会 梅津 雅之 

8 職業奉仕委員会 小林  悟  

9 国際奉仕委員会 斎藤庫之丞 

 

(12) ７月 ２日例会の出席率 ８０．００ ％ 

会員数 ８７名（出席免除会員 ９名） 

出席者 ６８名（出席免除会員 ７名を含む） 

 (2週間前メーク後 ８０．９５ ％) 

 

 

７月１６日の例会予定 

事業計画の発表 

 

新潟ロータリークラブホームページアドレス 

http://www.niigatarc.jp/ 

 

 

キリンビール㈱ 
新潟支社長 内田 正彦君 
ご紹介 梅津雅之君 
所属委員会 親睦委員会 

http://www.niigatarc.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月２日 理事会報告 出席者１２名 
 
１ 退会届について ＝事後承認 

日本銀行新潟支店 支店長 武田 直己君 

㈱新潟総合テレビ 新潟営業本部長 川下 総一君 
２ 入会推薦の件 ＝承認 

岡三にいがた証券（株）代表取締役社長 辻 和彦君  

推薦者 山田 隆一君、 秋山 博一君 
第一建設工業㈱代表取締役社長 内田 海基夫君 
推薦者 高木 言芳君、山田 隆一君 

３ 海岸清掃の日程、メーキャップ扱いの件 ＝承認 

  秋山幹事より説明 

  日程確認、例年通りメーキャップ扱いとする。 

４ 新潟市内 5校インターアクトクラブ クリスマス年末

年始献血キャンペーンの件＝承認 
 石川理事より説明 
 例年は天皇誕生日の１２月２３日（祝日）に実施して

いたが、本年より変更となったため、１２月２２日（日）

に実施することを承認 
５ ７月のプログラム ＝承認 

７月 ２日 事業計画の発表（前半） 
  ７月 ９日 花角英世新潟県知事の卓話 
        「県政の諸課題について」 

７月１６日 事業計画の発表（後半） 
７月２３日 前橋クラブとの合同納涼例会  

１７:３０開会 イタリア軒 
７月３０日 卓話  

玉川堂 代表取締役社長 玉川基行氏 
６ ８０周年記念式典について＝山田会長より説明 

２０２０年４月２１日（火）１７時～２０時、動員２５０

名～３００名を予定している。現状、祝賀会の本間リーダ

ー、記念例会の小林リーダーと打ち合わせを行い、内容と

招待客について協議している。８月から毎月第１例会のテ

ーブルは委員会別とし、８０周年の打ち合わせを実施して

もらう予定。・７月下旬を目途に、会員の意思統一、理解

度を深めるために、委員長を交えた全体会議を開催した方

が良い。 ＝７月３０日（火）例会後に委員長まで含めた

拡大委員会を開催することで決定 

７  ＲＩ規定変更について＝山田会長より説明 

４月のＲＩ規定審議会において、メーキャップのルールが

変更となった。例会前後２週間であったが、年度内であれ

ばメーキャップ可能とすることになった。問題としては、

１００％出席者表彰が年度内にできないという点が挙げ

られる。その改正について、新潟ＲＣとしてプロジェクト

チームを立上げ議論し、また事務局を共有する市内７ＲＣ

とも歩調を合わせていきたい。当面は、会長としては従前

のルールを「推奨」すると発信する。 

 


