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新潟 RC ８月第 1 例会 (2019.8.6) №３２９３ 

 

(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 

新潟クラブ 80周年実行委員会役割内容（案） 

    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＝案内状、登録受付 

プログラム委員会＝記念品 

親睦委員会＝案内状、祝賀会企画進行 

ニコニコ BOX委員会＝祝賀会 

広報会報雑誌委員会＝広報、記録、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成 

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＝案内状、記念例会企画進行 

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        〇石川治壱理事青少奉仕委員長 

         国際奉仕委員会＝海外来賓案内状、接待 

米山奨学委員会＝海外来賓接待 

青少年交換委員会＝海外来賓接待 

ローターアクト委員会＝RAC担当 

インターアクト委員会＝IAC担当 

ライラ委員会＝RAC・IAC担当 

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＝記念事業、記念例会進行 

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＝国内来賓接待 

青少年育成基金管理委員会＝国内来賓接待 

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＝総務・国内来賓接待 

ロータリー情報委員会=総務・国内来賓接待 

 予備費＝100万円 

(3) 米山奨学生  

チュウ シュン ジェイさん 奨学金贈呈 

(4) ゲストの紹介 

長期交換学生 本間菫子（すみれこ）さん、 

お母さん、本間 由起子（ゆきこ）さん、 

長期交換学生 佐藤 花与さん 

（新潟明訓高校２年生 ５１００地区へ派遣） 

(5) 本間菫子さん帰国挨拶 

 

 

 

 

(6) 佐藤花与さん出発挨拶、会長よりバナー伝達 

 

 

 

 

(7) １００％出席バッチの贈呈 

飯塚 智君 1年  小林  悟君 41年 

内山 清君 29年   

 

 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 



 



(8) 誕生日お祝い贈呈(１０名) 

(9) 結婚記念日お祝いの紹介(２名) 

(10) 同好会報告 

・大澤野球同好会キャプテンより１０月１４日市内 RC野球

大会案内、参加のお願い。 

・高橋 康隆ゴルフ同好会会長より９月８日の新潟クラブ 

ゴルフコンペご案内。 

(11) 各種ご寄付の発表 

ロータリー財団寄付発表(田中 克典副委員長) 

宮島多佳子君 仙石 正和君 

竹田 正弘君 本間  彊君 

米山奨学会寄付発表(仙石 正和委員長) 

徳永 昭輝君 小飯田 澄雄君 

宇尾野 隆君 福地 利明君 

本間  彊君  

青少年育成基金寄付発表(徳永 昭輝委員長) 

徳永 昭輝君 吉田 和弘君 

小飯田 澄雄君 本間  彊君 

坂井 賢一君 本多  晃君 

東方 幸雄君  

(12) ニコニコボックス紹介（坂井 賢一副委員長） 

・本間  彊君 おかげ様で一年交換学生として派遣して

頂いた孫が元気に帰ってまいりました。会員の皆様のご指

導ご助力に感謝致します。ありがとうございました。 

・福地 利明君 明日で８０才となります。 

・内山 清君 100％ありがとうございます。 

・池田 修人君 ７月１０日に結婚 32回目の花をいただき

っぱなしになっていました。 8/7 誕生日、自祝。 

(13) 宇尾野 隆君へ  

２０２０-２１年度第二分区ガバナー補佐委嘱状伝達と米山

記念奨学会より米山記念奨学委員長任期満了感謝状贈

呈 

(14) 幹事報告（秋山 博一） 

・新潟南 RC創立６０周年記念式典がオークラホテルにて 

１１月９日に開催されます。是非、ご出席願います。 

・ご案内した１０月８日地区ゴルフ大会参加される方は幹

事か事務局へお申込み下さい。 

(15) 「８０周年記念式典についてチーム毎に打合せ」 

(16) ８月 ６日例会の出席率 ７７．０１％ 

会員数 ９０名（出席免除会員 ９名） 

出席者 ６７名（出席免除会員 ６名を含む） 

 (2週間前メーク後 ６８．２４％) 

８月２７日の例会予定 

「会員増強について」小田等会員増強委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月６日 理事会報告 出席者１２名 

１ 入会推薦の件 ＝承認 

東日本旅客鉄道 (株 )新潟支社  執行役員新潟支社長    

阿部 亮君 推薦者 高木 言芳君、山田 隆一君 

日本銀行新潟支店支店長 佐久田 健司君 

推薦者 小山 楯夫君 若杉 武君 

㈱新潟総合テレビ 取締役営業本部長  兼  事業担当   

小林 淳君 推薦者 小田 等君 沖 和之君 

JAバンク新潟県信連 代表理事専務 梅澤 哲雄君 

推薦者 小田 等君 津久井 勝之君 

明治安田生命保険相互会社新潟支社  森泉 健一君 

推薦者 小田 等君 秋山 博一君 

㈱ユアテック 新潟支社常務執行役員支社長 佐藤 善昭

君 

推薦者 武田 眞二君 髙野 広充君 

２ 退会届について ＝事後承認 

新潟県信用農業協同組合連合会代表理事専務 町田 智

君 

３ ８月のプログラム 

8月 6日 ８０周年創立記念準備 卓話無し 

8月 13日 規定休会  

8 月 20 日青少年交換について青少年交換委員長佐藤隆夫

君 

8月 27日会員増強について 会員増強委員長 小田等君 

山田会長より説明 

  本日より、月初例会は、委員会別で実施する。初めてなの

で、委員会で顔合わせを行っていただきながら、委員会の年

間事業や８０周年の事業に関することについて、大委員長を

中心にコミュニケーションを図っていただきたい。 

４ その他 ①８０周年事業について＝山田会長より説明 

・理事会では、意見交換、８０周年の幹部会にて具体的な項

目に関して、承認・決定していく方向で考えている。 

本間委員長より意見 

・予算については、特別に積立があるわけではなく、基金１，

２００万円を取り崩すことになる。よって、収入を上げ、支出を

抑える必要があり、また、専任の担当者により、収支予算書を

作成し、予算管理をする必要がある。→大澤さんを専任担当

者とし、幹部会に入っていただき、早急に出席者リストを詰め

る。 

・収入を上げるという点において、登録料１５，０００円（７０周

年）→１６，０００円（８０周年）にしたい。２２万円程度、収入が

増加する予定。また、女性（同伴者）について、７０周年時は、

会員より安い会費設定にしたが、当時と違い、女性会員のい

る中で、差を付ける必要性を感じず、女性（同伴者）について

も、会員と同会費とした方が良い。 

→関係者に確認の上、その方向で進める。 

・２０時には、必ず閉会としたい。１７時例会スタートでは、全

体的に窮屈。ゆとりを持つためにも、１６時スタートとしてはどう

か。→関係者に確認の上、その方向で進める。 

その他 ②ＲＩ規定変更について 

山田会長より説明 

プロジェクトチームを作り、対応を決め理事会に上程する（最

終リミット２０２０年６月末）プロジェクトチームについては、小山

チームリーダー、樋熊・高橋秀松サブリーダー、他、若手とし

て、吉田和弘さん、内田直紀さん、坂本信さん、会長・幹事の

合計８名としたい。 


