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新潟 RC １１月第 1 例会 (2021.11.2) （Zoom 例会併催） №３３８８ 

 

(1) 「君が代」 

ロータリーソング「奉仕の理想」ピアノ演奏 

(2) 石橋 正利会長挨拶 

11 月は、「ロータリー財団月間」です。 

ロータリー財団の歴史を調べてみました。1917 年、当時の

ロータリー会長アーチ・クランフさんが、「世界でよいことを

するビジョン」を掲げ、基金の設置を提案されました。そし

て、最初はわずか 26 ドル 50 セントの寄付からスタートし、

今では、全世界で多くの人の人生を変える財団へと発展し

ています。 

人道的国際奉仕活動は、7 重点分野あります。「①平和と

紛争予防／紛争解決 ②疾病予防と治療 ③水と衛生 

④母子の健康 ⑤基本的教育と識字率向上 ⑥経済と地

域社会の発展 ⑦環境」の分野です。 

では、ロータリー財団の取り組み映像をご覧ください。この

映像の中で語られていることをご紹介します。 

「厳しい状況に置かれた世界中の多くの家族を支援の輪

につなげ、希望をもたらす良いことをしようと行動していま

す。すべての寄付が、理想に向け、新たな変化を生む力と

なっています。感謝いたします。」が内容でした。 

今では、世界中のロータリアンからの寄付で、人道的国際

奉仕活動への資金投入は、何と、年間 1 億 1150 万ドルに

もなっています。 

では、重点月間のテーマとして、もう一つ「世界ＩＡ（インタ

ーアクト）週間」を取り上げることにします。期間は、11 月 5

日～11 日です。 

 インターアクトとは、InternationalとActionの合成語です。

インターアクトクラブの歴史を調べてみました。インターア

クトクラブは、14 歳から 18 歳の少年少女を対象とする奉仕

クラブとして、1962 年にアメリカフロリダ州メルボーンの高

校で結成されました。今では 145 ヵ国の 14,911 のクラブに

342,953 人の会員がいます。現在では、12 歳～18 歳が対

象です。日本では 1962 年 6 月に宮城県の仙台育英学園

高等学校(提唱、仙台東 RC)での結成が第一号です。 

 インターアクトクラブで、できることは、以下のように、たく

さんの可能性があります。 

 

 

 学校や地元地域でボランティア活動をする 

 異文化について学び、国際親善に貢献する 

 学校や地元地域でリーダーシップを発揮する 

 楽しみながら、世界中に友だちをつくる 

ロータリアンとして、インターアクトクラブの活動の応援をし

てまいりましょう。 

 最後に、「インターアクト・ビデオコンテスト」の最優秀作品

の映像をお見せしたかったのですが、日本語に翻訳され

ていないので、選ばれた国と内容をご紹介しておきます。

「選ばれたのは、ルーマニアの Constanta インターアクトク

ラブの作品です。さまざまな問題を創造性とユーモアを交

えて提示し、『一緒に世界を変えよう、自分から始めよう』と

呼びかけています。」 

 世界の問題をしっかりと見据え、変えようとする若者たち、

とても頼もしいですね。 

我が新潟インターアクトクラブも、いずれ応募してもらいた

いものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 米山奨学生  

リュウ・リキンさん 奨学金贈呈 

(4) 退会ご挨拶・バナー贈呈 

イタリア軒 代表取締役社長 井東 昌樹君 

 

 2021-22 年度 
国際ロータリー会長 
シェカール・メータ 

 
2021～22 年度 

新潟ロータリークラブ会長 
 

石橋 正利  

 

年次総会開催公示 
 

新潟ロータリークラブ年次総会を下記により 
開催いたします 
 
期日 令和三年十二月七日（火曜日・第一例会） 
付議事項 一、次々年度会長及び次年度役員・  

理事の選出 
 
以上クラブ細則第一条並びに第二条により公示し
ます 

 
令和三年十一月二日 

新潟ロータリークラブ 
会 長  石橋 正利  



(5) 新会員の紹介 

 

 

 

 

伝統ある新潟ロータリークラブに入会させていただくことと

なりました、東日本旅客鉄道株式会社新潟支社の小川治

彦と申します。新潟への着任は二度目となり、私にとってこ

の地は第二の故郷というべき場所です。新潟駅の周辺整

備事業も進んでおり、来年にはすべてのホームが高架上と

なります。駅直下のバスターミナルや万代広場の整備も今

後進み、駅は大きく変わってゆきます。この事業を、自治

体や地域の皆さまの力もお借りして推進するし、魅力ある

新潟の玄関口とすることが使命と心得ております。コロナウ

イルス感染症の拡大を乗り越え、また多くの皆さんに新潟

を訪れていただくよう観光振興にも力を入れてまいります。

ご指導をよろしくお願いいたします。 

(6) １００％出席バッチの贈呈（山口 和彦委員） 

石橋 正利君 2年 小山 楯夫君 41年 

(7) 誕生日お祝い贈呈(５名) 

(8) 結婚記念日お祝いの紹介(１１名) 

(9) 各種ご寄付の発表 

ロータリー財団寄付発表(得永 哲史委員長) 

10/26 ポリオプラス寄付 53,600円 

宇尾野 隆君  

米山奨学会寄付発表（織戸 清副委員長) 

石橋 正利君  

青少年育成基金寄付発表(本間 利夫委員) 

岡村 健吉君  

(10) ニコニコボックス紹介（桒原 美樹委員） 

・井東 昌樹君 ３年半にわたり、大変お世話になりました。

最後の感謝の思いを込めてニコニコ致します。 

・桒原 美樹君 先々週、雪の妙高に行きました。美しさに

ニコニコ！ゴルフの ZoZo チャンピオンシップも観戦してき

ました。松山選手優勝！こちらもニコニコでした！ 

(11) 幹事報告（内山 博之） 

・ロータリーレートが１１月より１ドル１１４円に変更になりまし

た。 

・例会終了後４階「朱鷺の間」で新会員オリエンテーション

を開催致します。 

 

(12) １１月２日の例会参加率 

 

 

 

 

Zoom参加 ９名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月１６日の例会予定 

会員スピーチ 

・農林中央金庫 富山支店 

新潟県担当部長 山口 和彦君 

・大和ハウス工業㈱ 新潟支社長 深澤 康志君 

 

 

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 

８８ ８６ ６８ ７９．０７ 

１１月２日 理事会報告 出席者 １２名 
 
１ 年次総会について ＝ 承認 
２ 入会推薦の件 ＝ 承認 
  キリンビール㈱新潟支社 支社長 泉水 謙二君 
  （紹介者 務台昭彦君 大澤 強君） 
３ 退会届について ＝ 承認 
    ㈱イタリア軒 代表取締役社長 井東 昌樹

君（１０／３１付） 
４ １１月のプログラム ＝ 承認 
１１月 ２日 第一例会につき卓話なし 
１１月 ９日 会員スピーチ 
 ・秋山博一プログラム委員長 
１１月１６日 会員スピーチ  
 ・農林中央金庫 富山支店 

新潟県担当部長 山口 和彦君 
 ・大和ハウス工業㈱ 新潟支社長 深澤 康志君  
１１月２３日 祭日につき例会なし 
１１月３０日 卓話 
 地区ロータリー財団委員会  
副委員長 山田 雄治氏(新潟南RC) 

５ その他 
・子ども食堂の支援について（石橋会長） 
 こどものいばしょ応援プロジェクト事業について、 
吉田社会奉仕委員長に新潟日報社企画広告部へ 
問い合わせしていただき、支援の在り方を検討するよ 

 う依頼があった。 

東日本旅客鉄道㈱ 
新潟支社長 小川 治彦君 
御紹介者  内田海基夫君 
所属委員会 IA 委員会 

http://www.niigatarc.jp/

