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新潟 RC １２月第 1 例会 (2020.12.1) （書面例会併催） №３３４５ 

 

(1) 「君が代」斉唱  

ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

(2) 高橋 秀松会長挨拶 

例年 12月には、ロータリー保育園に訪問をして、クリス

マスプレゼントを園児に、手渡す奉仕活動がありました

が、今年はコロナの感染拡大に配慮して、訪問は控え

ることとなり、プレゼントのお菓子をお送りすることといた

しました。 

私は、市立保育園の名前が、ロータリーという名前がつ

いている事、不思議でたまりませんでした。 

調べてみますと、昭和 30年にさかのぼります。1956年

10月 5日に、地区大会が、新潟で開催されるはずでし

た。当時の地区は日本国内では、4地区に分かれてい

ました。新潟は 60地区に属していまして、関東以北の、

北海道 東北 関東 東京が含まれます。ガバナーは、

東京RCの小松 隆 氏 新潟RCの会長は龍岡 霞氏

実行委員長は伊藤文吉氏 幹事は小林力三氏 副幹

事は白勢誠一氏と錚々たるメンバーでした。 

万全の態勢で地区大会を迎えようとしていた、10月1日

2日の未明、大会 3日前、新潟大火発生。被災家屋は

1267戸にも及び、被災した会員も20名以上に及んだそ

うです。一年以上かけて準備をしてきた、地区大会が一

朝にして水泡に帰してしまいました。 

伊藤文吉大会実行委員長は、60地区年次大会を、東

京で開催する事を、東京都内各クラブに要請したわけ

です。 

そして、10月 11日に東京帝国ホテルにて 418名参加

の元、地区大会を開催するにことができました。前日 10

日には地区研修会を東京日本工業倶楽部にて、同日

の前夜祭は東京ステーションホテルにて開催し、すべ

てのスケジュールを遂行することができました。 

わずか一週間余りで、会場を変更し開催するという、当

時のロータリアンの熱意と努力、行動力に敬意を表する

とともに、また受けて頂いた東京 RC今更ながらに感謝

いたします。 

大会の席上、大会登録料及び大会分担金は新潟大会

の準備費に使用し、その残高を新潟市に寄付すること

が決定したそうです。 

翌年1957年には、全国のRCからのお見舞金を合わせ

て、約200万円を、（当時の大卒の初任給が10000円で

すので、20倍として今の 4000万円くらいでしょうか）新

潟市に寄付し、それがロータリー保育園設立に綱がりま

した。 

ロータリー保育園は、新潟ロータリーの、情熱と努力の

結晶によって設立された、ロータリーの名前が付いた、

日本で由一の保育園です。 

 

(3) 米山奨学生  

チュウ シュン ジェイさん 奨学金贈呈 

 

(4) １００％出席バッチの贈呈 

坂井 賢一君 ７年   

 

(5) 誕生日お祝い贈呈(９名) 

 

(6) 結婚記念日お祝いの紹介(２名) 

 

(7) 新田幸壽社会奉仕委員長より委員会報告 

・恒例の NHK歳末助け合い募金のご協力をお願い

致します。 

・新型感染症拡大防止の為、今年はロータリー保育

園クリスマス訪問を控えﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄを園児へ贈ります。 

 

 

 

 2020～21年度 

国際ロータリー会長 
ホルガー・クナーク 

 
2020～21年度 

新潟ロータリークラブ会長 
 

高橋 秀松  

 
 

国際ロータリー 

2020～21 年度テーマ 

ロータリーは機会の扉を開く 



(8) 各種ご寄付の発表 

ロータリー財団寄付発表(高橋 秀樹委員長) 

鈴木 滋弥君  

米山奨学会寄付発表(栂坂 昌春委員) 

得永 哲史君 石橋 正利君 

宇尾野 隆君 樋熊 紀雄君 

青少年育成基金寄付発表(本多晃副委員長) 

岡村 健吉君 津久井勝之君 

樋熊 紀雄君 本多  晃君 

(9) ニコニコボックス紹介（田中 孝佳委員） 

・小飯田 澄雄君 野鴨の会、コロナ対策を施した上

で、今夕実施いたします。なお、バスはイタリア軒１７：

００発です。皆様の参加をお待し、ニコニコ致します。 

・津久井勝之君 結婚記念日のお花ありがとうござい

ました。 

・藤倉勝明君 結婚記念日のお花をいただきました。

家庭が平和です。ありがとうございました。 

(10) 幹事報告（佐藤 邦栄） 

・１２月のロータリーレートが１０４円から１０５円に変更

になりました。 

・２月２２日 合同例会（新潟北ＲＣホスト）は中止となる

ため、２月１６日はイタリア軒での昼の例会を開催致し

ます。 

・理事会決定報告 

１月 ５日 理事会、例会取消 

１月１２日 昼の第一例会、理事会開催 

１月１９日 新年会は期限を決めずに延期 

 

(11) NHK歳末助け合い募金７８，２１１円を会長より 

太田ＮＨＫ新潟支局長へ委託。 

(12) 太田朗一郎ＮＨＫ新潟支局長より謝辞 

 

(13) 年次総会開催（別紙） 

 

 

１２月８日の例会予定 

卓話「ミャンマーの医療支援と感染症の歴史」 

  新潟県厚生農業協同組合連合会 

新潟医療センター 病理部長  

内藤 眞氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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１日 理事会報告 出席者１３名 

 

１ 年次総会について  ＝承認 

  年次総会の議案について確認した。佐藤指名委員会

委員長より、次年度会長、理事について決定したことが

報告された。   

２ ＤＬ（ディスカッション・リーダー）推薦について  

＝承認 

  地区ＲＬＩ新保委員長より、推薦依頼があり、高橋

秀樹君と吉田和弘君を推薦した。 

３ 2021-22 年高尾ガバナー年度地区役員推薦依頼に

ついて ＝承認 

・広報・公共イメージ向上委員会委員 中尾 嘉則君 

・広報・公共イメージ向上委員会委員 佐藤 隆夫君 

・広報・公共イメージ向上委員会委員 桒原 美樹君 

４ 青少年育成基金贈呈先募集について ＝承認     

  募集要項について確認され、例年通り推薦締切を５

月とすることとした。 

５ 退会届について ＝承認 

  ㈱北越銀行取締役新潟支店長 山田 基君  

１２月３１日付 

６ １２月プログラム＝承認 

  １２月１日 年次総会開催 

  １２月８日 卓話「ミャンマーの医療支援と感染症

の歴史」 

         新潟医療センター内藤眞先生  

   １２月１５日 会員スピーチ 

  ㈱ＮＳＴ新潟綜合テレビ 代表取締役社長  

酒井 昌彦君 

  岡三にいがた証券㈱ 代表取締役社長  

辻 和彦君  

  １２月２２日  会員スピーチ 

  日本銀行新潟支店店長  佐久田 健司君   

７ その他 

  ・今年は新型感染症拡大防止の為、ロータリー保育

園訪問は出来ませんが、恒例により園児にプレゼントを

贈ることとする。 

  ・２０２１年１月１９日に予定しておりました新年

家族会を延期することが決定され、当日は、１２時３０

分より書面例会併催例会を開催する。また、１月５日の

理事会と第一例会を取り消すこととし、１月１２日より

開催する。 

  

http://www.niigatarc.jp/


年 次 総 会 開 催 

 

１）総会の成立 

・高橋 秀松議長（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。 

・佐藤 邦栄幹事＝クラブ細則第５条第４節で

は「会員総数の過半数の出席をもって本クラ

ブの年次総会の定足数とする」となっておりま

すが、書面例会併催でございますので実際に

例会に出席された方のみ（７５名）で定足数と

して採決を行います。 

２）議案説明 

・高橋 秀松議長（会長） 

  議案第１号「次々年度(2022～ 2023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（2022～2023 

年度) ＝次年度会長エレクトの選出」 

・高橋 秀松議長＝議案第１号「次々年度会

長（2022～2023年度) ＝次年度会長エレクト

の選出」を行います。 クラブ細則、指名委員

会内規により、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（佐藤 紳一  委員長）＝指名

委員会では「2022-2023年度会長候補」に 

石川 治壱（いしかわ はるいち） 君が全員

一致で指名（推薦）されました。ここで 石川 

治壱君の「ロータリー歴」を紹介いたします。 

 

「石川 治壱君のロータリー略歴」 

 

石川 治壱ロータリー略歴 

２００６年７月１８日 新潟ロータリークラブ入会 

 

２００８～０９年度 ライラ委員長 

２００９～１０年度 副幹事 

２０１０～１１年度 役員・幹事 

２０１１～１２年度 役員・会計 

２０１２～１３年度 理事・新世代奉仕委員長 

２０１３～１４年度 ローターアクト委員長 

２０１４～１５年度 ローターアクト委員長 

２０１５～１６年度 ライラ委員長 

２０１６～１７年度 理事・副幹事 

２０１７～１８年度 役員・Ｓ.Ａ.Ａ. 

２０１８～１９年度 役員・Ｓ.Ａ.Ａ. 

２０１９～２０年度 理事・青少年奉仕委員長 

２０２０～２１年度 出席委員長 

 

地区関係 

２０１１～１２年度 地区大会担当幹事 

 

・高橋 秀松議長＝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～ 

ありがとうございました。２０２２～２３年度（次々

年度）の会長は、 

石川 治壱さんに決定しました。  

 

４）次次年度会長挨拶 

・高橋 秀松議長＝それでは石川 治壱君に

ご挨拶をお願い致します。 

 

・ 石川 治壱君あいさつ 

今ほど２０２２〜２０２３年の会長候補者にご指名

をいただきました石川治壱です。２００６年に入

会をさせて戴き、それから１４年と半年がたちい

まここにいます。その入会のきっかけを作って

頂いた本間 彊（つとむ）さんそして、ロータリー

活動の大きな転機となった２００９−１０年度副幹

事として採用頂いた小林敬直（ひろなお）さん、

今回のお話を持って来て頂いた、佐藤紳一さん、

ここで紹介仕切れないほどの先輩方に導かれ、

新潟ロータリークラブのメンバーの皆様や事務

局の皆様にお世話になり、ロータリーの活動の

中で成長させて戴きました。これまで引っ張っ

てまた様々な経験をさせて頂いたメンバーの皆

様に感謝を申し上げたいと思います。 

我がクラブの高橋秀樹さんがガバナーとして活

躍する年度のクラブ会長という大きな課題に向

け、気負わず素直な気持ちで、また皆様からご

指導いただきながらこの大役の準備を精一杯務



めたいと思いますのでどうぞよろしく願いしま

す。 

 

５）議案第２号「次年度の役員の選出」 

・高橋 秀松議長＝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（佐藤 紳一委員長)=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 

・高橋 秀松議長＝ただいま佐藤 紳一指名

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～ 

ありがとうございました。２０２１～２２年度（次年

度）の役員の決定といたします。 

６）「次年度の理事の選出」 

・高橋 秀松議長＝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（佐藤 紳一委員長)=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 

・高橋 秀松議長＝ただいま佐藤 紳一指名

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～ 

ありがとうございました。２０２１～２２年度（次年

度）の役員の決定といたします。 

７）次年度の役員、理事「当選」の宣言 

・高橋 秀松議長＝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いと思い

ます。 

～拍手～  承認   ありがとうございました。 

 

９）議案第４号「次年度会長の確認」 

・高橋 秀松議長＝議案第４号「次年度会長

の確認」です。 

 クラブ細則により、石橋 正利君を次年度の

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 石橋 正利君にご挨

拶をお願いいたします。 

 

１０）次年度会長（会長エレクト）あいさつ 

・石橋正利会長エレクトあいさつ 

会長エレクトの石橋です。今ほどは、次年度

の役員・理事のご承認を頂き、ありがとうござ

いました。そして役員理事をお受けいただい

た皆様には、心より感謝申し上げます。さらに、

今後、副委員長や委員のご指名が行くかと思

いますが、お受けいただけますようお願い致し

ます。 

さて、早いもので、次年度まで、半年ちょっと

になりました。 

そこで、改めて、「私は、どんな会長になりたい

か」と自分に問いかけてみました。そうしました

ら、私が職業奉仕委員長の時、「米山梅吉も

のがたり」を配らせていただきましたが、その

中に、米山梅吉さんが、生前、何度も繰り返し

口にしていた「何事も人々からして欲しいと望

まれることは、人々にもその通りにせよ」という

言葉が胸に止まりました。まずは、会員の皆様

のして欲しいと望まれることに耳を傾けさせて

いただきます。 

それと、コロナウイルスが落ち着いたら、静岡

にある米山記念館に行ってきたいですね。行

きたい人、ご一緒しませんか。日本のロータリ

ークラブ創設100年前の原点に一度、帰って

みたいものです。以上、ご協力、宜しくお願い

致します。 

11）閉会                        

 

以上で年次総会を終ります。 



 

2021～22年度新潟ロータリークラブ理事・役員 

 

 役員･会長 石橋 正利 

役員･会長エレクト 石川 治壱 

役員・副会長 樋熊 紀雄 

役員・幹事 内山 博之 

役員･会計 佐藤 邦栄 

役員・S.A.A. 内山  清 

役員・直前会長 高橋 秀松 

理事・クラブ奉仕A委員長 小山 楯夫 

理事・クラブ奉仕B委員長 岡村 健吉 

理事・職業奉仕委員長 小川 潤也 

理事・社会奉仕委員長 吉田 和弘 

理事･国際奉仕委員長 宇尾野 隆 

理事・青少年奉仕委員長 佐藤 隆夫 

理事・ロータリー財団委員長 得永 哲史 


