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新潟 RC ５月第 2 例会 (2021.5.18) （Zoom・書面例会併催） №３３６５ 

創立８０周年記念例会 

 

(1) 「君が代」 

ロータリーソング「奉仕の理想」ピアノ演奏 

(2) 高橋 秀松会長挨拶 

本日、新潟ロータリークラブの創立 80周年記念例会を、皆

さんと共に開催できましたこと、大変うれしく思っております。

開会にあたりご挨拶を申し上げます。 

新潟ロータリークラブは、1940年 4月 23日、東京ロータリ

ークラブをスポンサークラブとし、ここイタリア軒で誕生いた

しました。同年 5月 29日、RIより正式に加盟が承認され、

29人のチャーターメンバーで国内36番目のクラブとして発

足をしたわけであります。 

当時を振り返りますと、アジアでは盧溝橋事件に端を発し

た日中戦争が中国全土に広がり、ヨーロッパではドイツが

周辺諸国へ攻め込んで、世界大戦まで拡大しつつあった

時期でした。この第 2次世界大戦のさなか、「国際間の理

解と親善と平和」を標榜するロータリークラブを新潟に設立

をされた、先達の、勇気と先見力そして熱い思いに、私は

驚きにも似た感動を覚えます。その後わずか数カ月で、火

曜クラブと名前をかえ、解散を装い、監視をされつつも、例

会を継続されたわけです。下手をすると非国民と言われか

ねない状況の中で、諸先輩が歩まれた時代は、現在の

我々ロータリアンが考えているよりはるかに、厳しい道であ

ったと思います。RIへの復帰を心に誓い、幾多の紆余曲

折と困難の中ロータリーの理想を燃やし続けられたこと。改

めてロータリーの精神、ロータリーの活動のすばらしさを感

じる次第です。 

このような誕生の経過をたどり、80年間、私たちは会合を

開き、卓話を聞いて、共に学び、自らを高め、地域社会、

国家、国際社会にそして青少年育成に、地道に絶えること

なく奉仕活動を続けて参りました。 

新潟ロータリーが 80年の歳月を重ねることができましたの

も、クラブの発展に努力された先輩会員は勿論ですが、支

えて頂いた多くの皆様のおかげと、感謝の念でいっぱいで

す。 

 

私たちは今後、諸先輩の築かれた歴史と伝統を大切にし、

90周年100周年に向けて、どのようなロータリークラブが求

められているかを見つめ直し、新しいステージに向けて歩

みだす所存です。 

本来でしたら、昨年 80周年記念式典祝賀会を開催する予

定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大に伴い一年間延

期となり、規模を縮小した記念例会としての開催となりまし

た。厳しい状況の中で、二年以上かけて努力準備をされた

実行委員会の皆さん、全ての会員の皆さんに感謝を込め

て、記念例会の挨拶といたします。 

(3) 山田 隆一８０周年実行委員長御挨拶 

高橋会長の開会のご挨拶にありましたように、新潟ロータリ

ークラブ、80周年式典は本来、昨年度の開催予定でした

が、皆様もご存じの通り、新型コロナ禍で、本日迄順延され、

祝賀会は、中止せざるを得ない状況での本日の記念例会

開催となりました。 

新潟クラブ 80周年記念式典として、やっと、この記念例会

を開催する事が出来ました。会員皆様や、一昨年より企画

準備を頂いた、実行委員会の皆様、関係各位の皆様には

大変ご苦労頂き、心配やご迷惑をかけ、申し訳ありません

でした。本日 80周年記念例会を、コロナ禍の状況に対応

し、新潟クラブらしく大変シンプルに開催できたことに、心

より感謝申し上げます。ありがとうございます。 

簡単ではありますが、新潟ロータリークラブ 80周年記念例

会閉会の挨拶と致します。ありがとうございました。 

(4)  ５月１８日の例会参加率 

Zoom参加者 ４名 

新潟ロータリークラブホームページアドレス 

http://www.niigatarc.jp/ 

 

会員数 算定対象者 出席者 参加率 

８７ ８７ ７１ 81.61％ 

 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 

http://www.niigatarc.jp/


新潟ロータリークラブ創立８０周年記念例会次第 

  会場 イタリア軒３階 

進行 佐藤 邦栄幹事 

敬称略 

12:3  新潟ロータリークラブ７０周年以降にご逝去された会員を偲び黙禱 

高島 文治（2010.11.1）、柴田 史郎（2017.12.15）、加賀田 亮一（2018.2.25）、 

大谷 正雄名誉会員（2018.11.21）、横村 正一（2019.1.25）、小林 敬直（2020.12.8） 

 開会・点鐘   

 国歌、ロータリーソング「奉仕の理想」   

 挨拶          会長 高橋 秀松 

 祝電披露  東京ロータリークラブ会長、２５６０地区ガバナー、新潟東ＲＣ会長 

 歴代会長・幹事紹介  

７０代会長 故小林 敬直 幹事 石井 和弘  ７１代会長 樋熊 紀雄 幹事 石川 治壱           

７２代会長  佐藤 紳一 幹事 高橋 秀松 ７３代会長 下岡 正八 幹事 宇尾野 隆 

７４代会長  山本 正治 幹事 若槻 良宏 ７５代会長 高橋 秀樹 幹事 安藤 栄寿 

７６代会長  竹石 松次 幹事 吉田 和弘 ７７代会長 宇尾野 隆 幹事 内田 直紀 

７８代会長  徳永 昭輝 幹事 織戸 潔  ７９代会長 若槻 良宏 幹事 大澤 強 

８０代会長  山田 隆一 幹事 秋山 博一  

 在籍４０年以上紹介  

小山 楯夫（41 年） 本間  彊（42 年） 小林  悟（42 年） 田中 堅一郎（43 年）  

敦井 栄一（45 年） 高橋 康隆（45 年） 田村貫次郎（48 年） 福地 利明(48 年） 

 １００％出席２５年以上紹介   

山田 隆一（26 年） 白勢 仁士（28 年） 鈴木 滋弥（29 年） 塚田 正幸（29 年）   

敦井 栄一（29 年） 田村貫次郎（33 年） 高橋 康隆（34 年） 得永 哲史（37 年）  

石本隆太郎（39 年） 小山 楯夫（40 年） 本間  彊（42 年） 田中堅一郎（42 年） 

小林  悟（42 年） 福地 利明（45 年） 

 ローターアクター永年推薦企業の表彰   

・北陸ガス株式会社 代表取締役会長 敦井 栄一 

・新潟信用金庫 理事長 小松 茂樹   

 ８０周年記念事業報告、目録贈呈 （髙橋 秀樹記念誌・記念事業チームリーダー）      

・新潟大学の授業と連携した人材育成実施 

・社会福祉法人 新潟いのちの電話へ８０万円寄贈  

新潟いのちの電話 及川紀久雄理事長へ目録贈呈 

 閉会挨拶        創立８0 周年記念例会実行委員長 山田 隆一 

13:00 点鐘  



 

80 周年記念事業説明 
 

記念誌・記念事業チームリーダー 高橋 秀樹 

 

みなさんこんにちは。 

本日、新潟ロータリークラブ 80周年記念例会開催の運びとなりましたことを洵に喜ばしく思います。 

只今ご紹介がありましたように、新潟ロータリークラブ創立 80周年記念事業について、これから御

説明させていただきたく存じますが、 

思いますに、我らがクラブが長年にわたって続くことができましたのは、会員みながそれぞれの生業

に勤しんで優良な事業を営んできたからであります。そして、それができるのも社会がそれら生業を

必要としてくれてきたからでありましょう。言い換えれば、我らがクラブは社会に支えられて現在に

至ったわけであります。 

創立 80周年という節目の時期にあたり、長年にわたって社会に支えられてきたことを感謝し、地域

社会の現在とこれからの健全な発展のため、新潟ロータリークラブは２つの事業を計画いたしました。 

 

一つは、会員自らが出動して、高度な人材育成に携わることであり、新潟大学の授業と連携して行わ

れました。 

もう一つは新潟いのちの電話の御活動に敬意を表し、80万円の寄贈を行うことです。 

 

先ず一つ目のほうについては、みなさまのお手元にございます報告書をご覧ください。 

新潟ロータリークラブには、地域経済を牽引する企業の経営者が多数在籍しています。 

会員が有する企業経営についての経験と地域発展についての見識を、有望な若手人材の育成に役立て

るため、新潟大学の経済学関係大学院生を対象とした授業に新潟ロータリークラブ会員が携わりまし

た。 

具体的には、会員が新潟大学の大学院生からインタビューを受け、経営している事業の内容や地域発

展についてどう考えるかなどを答え、質疑応答を通して対話を行うというもので、学生はこのインタ

ビューを授業の一環として行い、単位を取得しました。 

このアイディアは、資料にあります通り、細野義彦さんからの提案に端を発するものであります。 

創立 80 周年事業としての企画立案については、2019/20 年度の職業奉仕委員長小林悟さん、及び

2020/21年度職業奉仕委員長の若槻良宏さんと共に進めました。 

コロナ対策のため、対面式のインタビューから Zoomインタビューに変更し、時期や規模も縮小せざ

るをえませんでしたが、10 名の会員のみなさまにご出動いただき、無事に実施することができまし

た。 

報告書に、学生からの感想を抜粋してありますが、大変好評でした。 

細野義彦さん、小林悟さん、若槻良宏さん、インタビューに応じて下さった務台昭彦さん、徳永昭輝

さん、井東昌樹さん、塚田正幸さん、本間彊さん、鈴木宏司さん、内田正彦さん、渡辺浩幸さん、内

山清さん、宇尾野隆さん（インタビュー実施順）に、厚く御礼申し上げます。 

 

もう一つの事業については、過日、「新潟いのちの電話」について卓話があり、30周年の歩みについ

ての冊子が配布されましたので、みなさんよく事情をご存知かと思います。 

新潟は実り豊かなすばらしい地域でありますが、その一方で、残念なことには全国的に見ても自殺率

の高い状況にあるようです。 

虚しく失われてしまう命を一人でも多く救うため、「新潟いのちの電話」の方々は 1984 年から活動

を始められ、1998年からは 24時間体制で新潟の人々の心の健康を支えてこられました。 

ここに心からの敬意と感謝の念と共に、80周年に因んで、80万円の寄贈を行うものであります。 

これが少しでもお役にたち、貴重な命が救われることを心から祈念いたします。 

 

御報告は以上でございます。 



新潟 RAC 創立 50 年について 

 

新潟ローターアクトクラブ 会長 金井 結 

  

先日は、『新潟 RC 創立 80 周年記念例会』にご招待いただきましてありがとうございました。新潟

RAC 会長 金井です。 

 新潟 RC 様ご支援の下、昨年新潟 RAC も 50 年を迎えることができました。残念ながら、新型コ

ロナウイルスにより 50 周年式典ができずRC 様に直接感謝の気持ちを伝えられず申し訳ございませ

ん。ですが、新潟 RC 会長 高橋様、ローターアクト委員長の塚田様をはじめとするたくさんのロー

タリアンが新潟RACの例会に参加して交流ができましたことは大変嬉しく思っております。 

 さて、新潟RAC50 周年事業といたしまして、「献血」「ハートリンクワーキングプロジェクトへの

寄付」を行いました。ハートリンクワーキングプロジェクトとは、小児がん経験者を支援している団

体のことです。副理事長を務めている林三枝様から以前、新潟RACの卓話をしていただいたことが

きっかけとなり今回寄付をさせていただきました。今回を機に福祉にも目を向け、様々な活動をして

いきたいと思います。 

 最後になりますが、今後ともRC様との交流を深めていく中で、変わらぬご指導ご鞭撻のほど何卒

よろしくお願いいたします。              

 

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ 創立８０周年記念例会の模様～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創立時に東京クラブより寄贈頂いた鐘と

日本ロータリー１００周年を記念して 

地区にお贈り頂いた鐘を前に立つ 

高橋秀松会長と山田隆一実行委員長 

↑山田隆一８０周年記念例会実行委員長 

↓８０周年記念例会司会 佐藤邦栄幹事 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ローターアクター永年推薦企業の表彰 

北陸ガス㈱ 敦井 栄一会長 

ローターアクター永年推薦企業の表彰 

新潟信用金庫 小松茂樹理事長 

８０周年記念事業報告 

高橋秀樹記念誌・記念事業チームリーダー 

８０周年記念事業 「いのちの電話」 

寄付目録贈呈 

創立５０周年を迎えた 新潟RAC 

金井結会長より、ローターアクター永年 

推薦企業代表へ花束贈呈 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創立８０周年記念式典実行委員会 

顧問           石本隆太郎パストガバナー 

実行委員長        山田隆一直前会長 

副実行委員長       高橋康隆元会長 

副実行委員長       高橋秀松会長 

記念例会チームリーダー  小林悟元会長 

祝賀会チームリーダー   本間彊元会長 

＊新型感染症拡大防止の為に、計画していた祝賀会は開催 

されませんでした。 

記念誌・記念事業・記録チームリーダー  高橋秀樹元会長 

記念例会司会       佐藤 邦栄幹事 

 

2021年 5月 25日付  

新潟日報朝刊より抜粋 


