
」 
  
  
 
     

 
 
 
 
 

新潟 RC ７月第 3 例会 (2019.7.16) №３２９０ 

 

(1) ロータリーソング「我等の生業」斉唱 

 

(2) 山田 隆一会長挨拶 

新潟クラブ 80 周年記念例会・祝賀会大方針（案） 

 

１． 80 周年記念例会・祝賀会開催日、時間及び動員 

   2020 年 4 月 21 日(火)予定１７：００～２０：００ 

   動員約 250～300 名    

２． 80 周年実行委員会組織と予算概要 

   ◎実行委員長  石本隆太郎パストガバナー 

○副実行委員長 高橋康隆副会長 

会場祝賀会チームリーダー＝本間彊理事クラブ奉仕 B 委員

長 

650 万円    出席委員会・プログラム委員会・親睦委員会 

ニコニコ BOX 委員会・広報会報雑誌委員会 

記念例会チームリーダー＝小林悟理事職業奉仕委員長 

20 万円   職業奉仕委員会  

来賓接待チームリーダー＝◎宇尾野隆理事国際奉仕委員長 

150 万円    石川治壱理事青少奉仕委員長 

  国際奉仕委員会･米山奨学委員会･青少年交換委員会 

  ローターアクト委員会・インターアクト委員会、ライラ委員会 

記念事業チームリーダー＝佐藤紳一理事社会奉仕委員長 

100 万円   社会奉仕委員会 

記念誌記念品チームリーダー=高橋秀樹理事ロータリー財団

委員長 

500 万円 ロータリー財団委員会・青少年育成基金管理委員

会 

総務チームリーダー=小田等理事クラブ奉仕 A 委員長 

20 万円     会員増強委員会・ロータリー情報委員会 

 

予備費＝100 万円 

 

３． 運営資金予算について 

上記予算計１、５４０万円（別添 70 周年資料による） 

 

 

 

４． 方針について 

（１）新潟クラブらしく簡素でシンプルにする。 

（２）来賓、招待者、外部参加者は本当にふさわしい関係者に

絞る。 

（３）新潟クラブ会員も一緒にお祝いし楽しめる会にする。 

（４）祝賀会では芸妓さん全員参加とする。 

 

80 周年事業スケジュール概要 

2019 年 4 月 9 日「新潟クラブ 80 周年記念例会・祝賀会大方

針（案）」決定       

         開催日 2020 年 4 月 21 日（火） 

         詳細別添による 

2019年 5月７日 次年度理事会にて①「大方針」決定②80周

年動員規模、スケジュール検討 

2019年7月下旬～8月上旬 80周年実行委員会全体説明会 

      

2019 年 9 月～  毎月第一例会の１３：００～より実行委員会

別打合せ開始 

2019 年９月中  80 周年実行委員会全体総括会議 

2019 年 9 月末  ①記念例会、祝賀会の来賓・招待・案内先

概要決定 

＝会場祝賀会チーム＋記念例会チーム＋来賓接待チーム 

           ②記念事業概要決定 

＝記念事業チーム＋記念誌記念品チーム 

 

2019 年 1１月中 記念誌、記念品概要決定 

＝記念誌記念品チーム 

 

2020 年 1 月中  招待状・案内状発送 

＝会場祝賀会チーム・記念例会チーム・来賓接待チーム 

 

2020 年 2 月中  参加者確定＝全員 

   ↓ 

2020 年 4 月初旬 80 周年記念例会・祝賀会リハーサル 

 

2020 年 4 月 21 日（火）80 周年記念例会・祝賀会開催＝全員 

 

 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 



(3) ロータリーの友紹介（梅津雅之広報会報雑誌委員長） 

 

(4) 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) 

佐藤 邦栄君 高橋 秀松君 

 

米山奨学会寄付発表(新田 幸壽副委員長) 

竹田 正弘君 徳永 昭輝君 

得永 哲史君 宇尾野 隆君 

 

青少年育成基金寄付発表(徳永 昭輝委員長) 

徳永 昭輝君 田村貫次郎君 

小林  悟君 坂本  信君 

本多  晃君 本間  彊君 

宮島多佳子君 津久井勝之君 

池上 茂樹君 白勢 仁士君 

小田  等君 徳永 昭輝君 

樋熊 紀雄君  

 

(5) ニコニコボックス紹介（田中堅一郎委員長） 

・小飯田 澄雄君 7/7 ゴルフ同好会にて優勝した中尾さ

ん他入賞した方々おめでとうございました。 

・若杉 武君 優勝者中尾さんはじめ入賞者の皆さん、ご

ちそうさんでした。 

・宮島 多佳子君 優勝者からゴチになりました。 

・池上 茂樹君 日曜のゴルフ同好会のコンペに参加させ

ていただきました。前半戦は恐れていたｱﾚ（シャンク）が３

発も出てしまいスコアもボロボロ。昼は生中一杯で気を取

直してと思って飲み干したところで、隣に美味しそうにハイ

ボールを飲まれていた優勝候補の中尾さんに触発され、

ハイボールも追加で注入。それが効いたのか、午後は４連

続パー、ついにはバーディーも出てしまう好発進。つい、

調子にのって茶店で水割りを再注入したところ、ゴルフの

神様の怒りに触れ、その後はダボ、ダボ、トリといきなり現

実に引き戻され、終わってみればいつものスコアと人生の

厳しさを教えられました。でも、何よりも一日、素晴らしい天

気に恵まれ、最高のメンバーとご一緒させて頂き、底抜け

に楽しい七夕の日を過ごさせていただけたことに心からニ

コニコします。 

・中尾 嘉則君 7/7 今年度最初のゴルフコンペで優勝さ

せていただきました。一緒に回らせてもらった樋熊先生の

どこからでもスルスル入るロングパット、足の痛みをものとも

しない小田さんのパワフルなティーショット、何回入れても

簡単にバンカーから脱出してしまう河西さんの見事なバン

カーショットに刺激を受けたのが勝因です。一緒に回らせ

ていただきありがとうございました。今回から賞金が商品券

に変更になったのですが、居合わせた受賞者全員供出で

結局二次会でみんな使ってしまいました。最後までノリノリ

の皆さんと楽しく過ごせてニコニコします。 

・徳永 昭輝君 誕生日のワインを頂きました。後期高齢

者となる日まで、あと数日となりました。先日のロータリーク

ラブのゴルフ大会では、はじめて「黄色杭」でプレーをしま

した。結果は、「赤杭」からのメンバーに負けないようにとな

ってしまいましたが、晴天に恵まれ、鼻が高いのが災いし

て、鼻だけが日焼けして急性炎症を起こしてしまいました。

これからは、ニコニコしながら後期高齢者らしくロータリー

活動に専念したいと思います。 

 

 

(6) 事業計画の発表（司会 佐藤 邦栄副幹事） 

(敬称略) 

1 SAA 吉田 和弘  

2 社会奉仕委員会 内田 直紀  

3 青少年交換委員会 佐藤 隆夫 

4 ＲＡ委員会 塚田 正幸  

5 ＩＡ委員会 東方 幸雄  

6 Ｒ財団委員会 白勢 仁士  

7 青少年育成基金管理委員会 徳永 昭輝 

8米山奨学委員会 新田 幸壽 

9ライラ委員会（佐藤副幹事代読） 

 

 

 

(7) ７月１６日例会の出席率 ７３．２６ ％ 

会員数 ９０名（出席免除会員 ９名） 

出席者 ６３名（出席免除会員 ５名を含む） 

 (2週間前メーク後 ８５．８８ ％) 

 

 

７月３０日の例会予定 

卓話 玉川堂 代表取締役社長 玉川基行氏 

 

 

 

新潟ロータリークラブホームページアドレス 

http://www.niigatarc.jp/ 

 

http://www.niigatarc.jp/

