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新潟 RC １２月第 1 例会 (2019.12.3) №３３０８ 

 

(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 

こんにちは。 

早くも 12月、師走になりました。皆さんお忙しい所、

例会に出席頂き、ありがとうございます。 

今日は、告示にありますように、後半プログラムで新潟

クラブの総会になります。よろしくお願いします。 

さて、一昨日、先週の土曜になりますが、高橋副会長と

秋山幹事、私と三人で、友好クラブである、福島の浪江

クラブの 50周年記念式典に参加してきました。浪江ク

ラブと友好クラブ締結の経緯について、簡単にお話しし

たいと思います。 

2011年3月11日に東日本大震災がありましたが、5月、

当時の樋熊会長は東日本大震災支援 PTを立ち上げ、そ

れを引き継いだ、次年度の佐藤紳一会長が 7月から青少

年育成基金を活用した支援計画を検討しました。その頃、

浪江 RCの元会長の松本英明さんが、新潟市に避難して

いるという情報から、例会に招待し、その後、継続的に

例会に参加され、その御縁で、支援活動が動きだして行

きました。 

具体的には、いろんな状況があったのですが、二本松市

内の浪江町役場を通し、被災地の子供たちへ絵本を贈呈

したり、当時の浪江町、二葉町、大熊町の孤児、遺児に

奨学金を贈呈したりという内容、でした。その後、その

浪江出身の松本さんは 2015年 1月に新潟クラブに入会

されました。 

そして 2015年 11月、竹石松次会長の年度に浪江の現況

を伝える事を目的に、新潟クラブの有志約 20名が浪江

町を訪問し、写真撮影を行い、翌年、2016年 4月にイ

タリア軒に於いて、浪江の写真展を開催しました。 

そのような活動を経て、次の宇尾野会長の年度、2017

年、6月 27日に友好クラブの締結に至った、という経

緯です。 

 

 

 

 

浪江町は、いまだ帰還困難区域に指定されている区域が

あり、ほとんどの会員は地元に帰る事が困難な状況だそ

うで、仮事務所、仮例会場を設置して、活動を継続して

いる、と照会がありました。そんな状況を踏まえますと、

復興はまだ道半ばと言わざるを得ませんし、大変な状況

の中で 50周年式典を挙行し、日々活動をしている友好

クラブである浪江クラブさんには敬意を表する所です。 

そんな状況や経緯を、会長である私もほとんど知らない

状況だったのですが、この機会に、皆様からも承知頂き、

語りつないで頂ければ、幸いに存じます。 

以上、浪江クラブの状況をお知らせして会長の挨拶とさ

せて頂きます。ありがとうございます。 

 

(3) 長期交換学生  

クリスチャン君 お小遣い贈呈・挨拶 

 

(4) １００％出席バッチの贈呈（武田 眞二委員） 

坂井 賢一 君  ６年 

山本 正治 君 ２５年 

 

(5) 誕生日お祝い贈呈(８名)（桒原美樹委員） 

(6) 結婚記念日お祝いの紹介(２名)（桒原美樹委員） 

 

(7) 料理研究会 吉田幹事 

１２月１９日（木）18：00～ クリスマスが近いので鳥の赤ワイ

ン煮込みを作ります。参加費３０００円です。是非、御参加

下さい。 

 

 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) 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) 

白勢 仁士 君 新田 幸壽 君 

米山奨学会寄付発表(佐藤 善昭委員) 

井東 昌樹 君 仙石 正和 君 

石橋 正利 君  

青少年育成基金寄付発表(若杉 武委員) 

徳永 昭輝 君 本間  彊 君 

東方 幸雄 君  

(9) ニコニコボックス紹介（坂井 賢一副委員長） 

・小飯田 澄雄君 結婚記念日のお花ありがとうござい

ました。私の名前（送り主）で届いたので、ビックリ、

ニコニコでした。又、今晩の野鴨の会も宜しくお願い致

します。 

・本多 晃 君 先週の月曜日に沖縄で娘の結婚式があ

りました。沖縄は半袖でもよいような晴天で、新婦の父

も涙を見せることもなく、笑顔で式を終えることができ

ました。幸せな家庭を築いていくことを祈念してニコニ

コです。 

・坂井 賢一 君 今月の発表担当の坂井です。只今は

誕生日プレゼントありがとうございました。今月で６６

才、７０才目標にがんばります。又１００％出席バッジ

ありがとうございます。思えば早いもので６年になりま

した。これからもよろしくお願いします。 

・佐藤 善昭君 ①１月２２日（いい夫婦の日）に長男

が入籍しました。２人の幸せを願ってニコニコします。 

・小林 淳君 結婚記念日にお花をいただきました。女

房が大変喜んで僕が贈ったと勘違いしてくれました。あ

りがとうございました。 

 

(10) 年次総会開催（別紙） 

 

(11) １２月３日例会の出席率 ８２．８０ ％ 

会員数 ９６名（出席免除会員７名） 

出席者 ７７名（出席免除会員４名を含む） 

 (2週間前メーク後 ７８．４９ ％) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月１７日の例会予定 

卓話「サッカーは世界をつなぐ」 

アルビレックス新潟レディース  社長 山本英明 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月３日 理事会報告 出席者１４名 

 

１ 年次総会開催について ＝承認 

  山田会長より説明 

  議案として、第１号「次々年度(２０２１～２０２

２年度) 会長（次年度会長エレクト) の選出」、第

２号「次年度役員、理事の選出」、第３号「次年度

監査役の選出」第４号「次年度会長の確認」を上程

する。 

 

２ 定款細則改訂について ＝継続協議 

  山田会長より説明 継続協議とする 

 

３ 退会届について ＝承認 

  藤田 善六法律事務所所長 藤田 善六君 

 

４ １２月のプログラム ＝承認 

１２月 ３日 年次総会開催 卓話無し 

１２月１０日 社会奉仕について  

社会奉仕委員会担当理事 佐藤紳一君 

１２月１７日 卓話「サッカーは世界をつなぐ」 

(株)アルビレックス新潟レディース 

社長 山本英明氏 

１２月２４日 会員スピーチ 

（株)絆コーポレーション 小川潤也君 

    (株)宮不動産 宮島多佳子君 

 

５ その他 青少年育成基金事業について＝継続協議 

石川委員長より説明 

・本年は８０周年ということもあり、８０周年記念例会

で１０分程度、青少年育成基金事業の表彰を行いたい。

今後のスケジュールとして、１２月中に募集開始、１月

２０日頃を目途に締切、２月理事会で承認を得る。 

http://www.niigatarc.jp/


年 次 総 会 開 催 

 

１）総会の成立 

・山田 隆一議長（会長）＝クラブ定款第７条第２節、

クラブ細則第１条に基づき年次総会を開催いたし

ます。 

・秋山 博一幹事＝会員数 ９６名のところ７７名の

出席です。クラブ細則第５条第４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 

・山田 隆一議長（会長） 

  議案第１号「次々年度(2021～ 2022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（2021～2022 年度) 

＝次年度会長エレクトの選出」 

・山田 隆一議長＝議案第１号「次々年度会長（20

21～2022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（樋熊 紀雄  委員長）＝指名委員

会では「2021-2022年度会長候補」に石橋 正利君

が全員一致で指名（推薦）されました。ここで 石橋

 正利君の「ロータリー歴」を紹介いたします。 

 

「石橋 正利君のロータリー略歴」 

 

２０１３年１１月１２日 入会 

2019～20年 プログラム委員長  

2018～19年 職業奉仕委員長  

2017～18年 広報・会報・雑誌委員 

2016～17年 プログラム委員 

2015～16年 広報・会報・雑誌委員  

2014～15年 出席委員  

2013～14年 親睦委員 

 

・山田 隆一議長＝みなさまの「全員の拍手」でご

承認をお願いいたします。 

～拍手～  承認 

４）次次年度会長挨拶 

・山田 隆一議長＝それでは石橋 正利君にご挨

拶をお願い致します。 

・石橋 正利君挨拶 

次々年度の会長のご指名をいただき、一言ご挨拶さ

せていただきます。改めて、ロータリークラブの創設

者、ポールハリスのクラブ創設の思いを振り返ってみ

ました。ハリスの夢は、さまざまな分野の職業人が集

まって知恵を寄せ合い、生涯にわたる友情を培うこと

のできる場をつくることだったのだと。そして、徐々に

人道的奉仕にも活動を広げ、今ではさまざまな職業

や文化をもつロータリー会員が日々、さまざまな草の

根の奉仕活動や国際的な取り組みを「自ら行動」し

て来たのだと。では、私自身は、２０１３年１１月１２日

入会後の６年間、ロータリアンとして「自ら行動」して

来たのだろうかと問い掛けてみました。「友情を培う」

と「さまざまな草の根の奉仕活動」というテーマを本

気になって、取り組んできただろうかと言えば、第一

歩を踏み出した位かなと。会長就任までの一年半、

一人ひとり全ての会員が、会員同士で、ロータリーク

ラブの使命の実践に向け、「自ら行動」できるよう、さ

らなる場づくりの準備をしてまいります。特に、職業

奉仕の理念である「最もよく奉仕する者、最も多く報

いられる」が、日々の中で、実感できるロータリークラ

ブでありたいと願うものです。皆様のご協力の程、宜

しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５）議案第２号「次年度の役員の選出」 

・山田 隆一議長＝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（樋熊 紀雄委員長)=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 

 



・山田 隆一議長＝ただい樋熊 紀雄指名委員長

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。 

～拍手～  承認 

６）「次年度の理事の選出」 

・山田 隆一議長＝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（樋熊 紀雄委員長)=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 

・山田 隆一議長＝ただいま樋熊 紀雄指名委員

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。 

～拍手～  承認 

７）次年度の役員、理事「当選」の宣言 

・山田 隆一議長＝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１条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 

９）議案第４号「次年度会長の確認」 

・山田 隆一議長＝議案第４号「次年度会長の確

認」です。 

 クラブ細則により、高橋 秀松君を次年度の会長

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 高橋 秀松君にご挨拶をお願いいた

します。 

１０）次年度会長（会長エレクト）挨拶 

・高橋 秀松会長エレクト挨拶 

昨年の総会で会長エレクトとして承認を頂きました、

高橋秀松です。まず今ほどは役員理事をご承認いただ

き有難うございました。そして理事を受けて頂きまし

た方々には、改めて感謝いたします。新潟弁で半ば「や

でまか」詳しく中身も説明することもなく、お引き受

けいただき有難うございました。例年ですと、大委員

長名での指名となる訳ですが、今回は理事として承認

していただき、のちに担当委員会をお願いする所存で

すので。ご理解をお願いいたします。これから委員長

さん副委員長を指名していきますので、どうか断らな

いでください。 

次年度は、８０周年大事業の翌年です、そしてＩＭの

担当の年でもあります。９０年に向けて新潟ロータリ

ーらしい親睦活動を、五大奉仕部門である、クラブ奉

仕 職業奉仕 社会奉仕 国際奉仕 青少年奉仕に

も新潟ロータリーらしいプロジェクト実施していけ

ればと思っています。さて私、ロータリーに入会して

１２年目となる訳ですが。いまだにロータリーの目的

を正確に理解しているわけではありません。大上段に

構えてロータリーとは議論することもできません。 

これから半年間、山田年度に協力する中で、ロータリ

アンとしての資質を高めて行きたいと思っておりま

す。名門、新潟ロータリーの名前を汚さないように、

そしてちょっと背伸びをして、面白 可笑しく、一生

懸命、会長という役割を、演じていく所存ですので、

よろしくお願いいたします。 

11）閉会                           

 

 

 

2020～21年度新潟ロータリークラブ理事・役員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役員･会長 高橋 秀松 

役員･会長エレクト 石橋 正利 

役員・副会長 佐藤 紳一 

役員・幹事 佐藤 邦栄 

役員･会計 秋山 博一 

役員・S.A.A. 内山  清 

役員・直前会長 山田 隆一 

理事・クラブ奉仕 A委員長 小林  悟 

理事・クラブ奉仕 B委員長 岡村 健吉 

理事・職業奉仕委員長 若槻 良宏 

理事・社会奉仕委員長 新田 幸壽 

理事･国際奉仕委員長 宇尾野 隆 

理事・青少年奉仕委員長 仙石 正和 

理事・ロータリー財団委員長 高橋 秀樹 


