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新潟 RC １２月第 1 例会 (2021.12.7) （Zoom 例会併催） №３３９２ 

 

(1) 「君が代」 

ロータリーソング「奉仕の理想」ピアノ演奏 

 

(2) 訃報 

悲しいお知らせをしなければなりません。福地利明元会

長が、12月 2日に八十三歳にてその生涯を終えられまし

た。 心からご冥福をお祈り申し上げ、黙とうをしたい

と思います。 

 

～～～福地 利明元会長を偲び黙禱～～～ 

 

(3) 石橋 正利会長挨拶 

皆さんのお手元に高橋秀樹さんが書かれた「福地利明さ

んの思い出」が配られていると思います。その中で、「11 月

29 日に電話で奥様とお話したときには、『検査入院は長引

きそうですが、普段と一向に変わりなく、元気です』とのこと

でした。」とあります。あっという間に亡くなられたのがとても

残念です。 

それと「福地さんは、御自身のことをしばしば「ロタキチ」と

言っていました。近年めっきり聞かれなくなった言葉です

が、ロータリーキチガイという意味です。私にとって福地さ

んは、まぎれもなく輝かしい第一級のロータリアンの一人で

あられました。」と書かれています。ロータリアンとしての熱

い思いをもっとお聞きしたかったです。 

では、12 月の重点月間は、「疾病予防と治療月間」です。

ロータリーのホームページには、「誰にとっても『健康であ

ること』は何より大切。でも、基本医療を受けられない人は

世界で4億人と言われています。質の高い医療を受ける権

利はすべての人にあると、私たちは信じています。」と うた

っています。いかに、心身共に健康であることが、私たち

にとって幸せなことか考えさせられます。 

今日は、心の健康の視点から、私の体験をご紹介させても

らいます。 

最近、本を整理していましたら、15年前の月刊誌「Hado」が

見つかりました。その中に私が投稿した文章がありました。

「『モノを売るだけ、生活のためだけの仕事』から『お客様か

ら感謝され、喜んでもらえる、社会へ貢献できる仕事』へ。

仕事に対する意識さえ変われば、誰でもやり甲斐がもてる

んだ。これを伝えることが自分の使命だという思いが、その

後の私の人生を決定づけたのです。」です。「モノを売るだ

け、生活のためだけの仕事」だと思っていた当時は、心が

疲れ、心が病むことを引き起こしていたのですが、「お客様

から感謝され、喜んでもらえる、社会へ貢献できる仕事」だ

と意識が変わったことで、やり甲斐がもてる、最高に心が元

気になったのです。 

ロータリーの職業奉仕の理念「最もよく奉仕する者、最も多

く報いられる」の報いられる内容には、モノ・カネだけでは

なく、心の充実もあるのです。 

最近、「社員が辞める」という相談が、増えています。人間

関係が上手く行かないことが、一番の背景にあります。結

果として、メンタルヘルスの問題が起き、会社を辞めてしま

うことになります。日本では、身体の健康回復のための医

療環境はとても充実していますが、心の健康は、問題がど

んどん広がっています。せっかく私たちはロータリアンなの

ですから、社員の皆さんすべてが、職業奉仕の理念を体

感できるよう、リーダーの私たちは、見本になりましょう。 

最後に、最近出逢った『被災地の子どもたちにクリスマスカ

ードを届けよう！プロジェクト』をご紹介します。私も、クリス

マスカードを注文しました。一言、励ましの言葉を添えて寄

付させてもらうことにしています。 

(4) 米山奨学生  

リュウ・リキンさん 奨学金贈呈 

(5) １００％出席バッチの贈呈（久保田敦紀副委員長） 

坂井 賢一君 8年   

(6) 誕生日お祝い贈呈(１０名) 

(7) 結婚記念日お祝いの紹介(４名) 

 

 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  

 



(8) 各種ご寄付の発表 

ロータリー財団寄付発表(東海 幸一副委員長) 

徳永 昭輝君 石橋 正利君 

 

米山奨学会寄付発表（佐藤 紳一委員) 

宇尾野 隆君  

 

青少年育成基金寄付発表(小飯田 澄雄委員長) 

本間  彊君 小飯田 澄雄君 

(9) ニコニコボックス紹介（本多 晃委員長） 

・石橋 正利君 お誕生日のお祝いありがとうございます。

７３歳になります。元気で迎えられることにニコニコします。 

・小飯田 澄雄君 結婚祝のお花ありがとうございました。４

８年たちました。 

・藤倉 勝明君 今年も結婚記念日のお花にニコニコ。窓

辺に赤く咲いていました。ありがとうございました。 

(10) 徳永 昭輝さんへ 米山功労者第２７回          

メジャードナー感謝状贈呈 

(11) 幹事報告（内山 博之） 

本日の理事会におきまして、次週、１２月１４日より通常例

会のみの開催、Zoom 例会併催を当面の間は行わない決

定がなされました。 

(12) １２月７日の例会参加率 

 

 

 

 

Zoom参加 １0名 

 

１２月１４日の例会予定 会員スピーチ 

・「証券業とサステナビリティ」 

ＳＭＢＣ日興証券㈱新潟支店長 猪島 光典君 

 

・「損保ジャパン「安心・安全・健康のテーマパーク」

の取り組み」 

損害保険ジャパン株式会社 新潟支店長 河野泰之君 

 

 

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 

８７ ８４ ５９ ７０．２４ 

１２月７日 理事会報告 出席者  名 
 
１ 年次総会について ＝ 承認 

本日の年次総会の内容について再確認をした。 

２ ２０２２－２０２３年度高橋ガバナー年度地区役

員推薦依頼について ＝ 承認 

一部修正して確定するので、後日推薦状を提出するこ

ととなった。 

３ 災害等緊急時調達可能資源リスト提出について 

＝ 承認 

各会員企業ごとの対応にすることとし、その内容につ

いてご案内する。 

４ 特別会計ＲＣ分担金（下期分１,６００円）の免除

について ＝ 承認 

５ １２月以降の例会の持ち方について ＝ 承認 

１２月第２例会より、ＺＯＯＭ併催を取り止めること

とする。 

６ 入会推薦の件 ＝ 承認 

㈱イタリア軒 取締役総支配人 高野 潤君 

（推薦者 本間 彊君 仙谷 正和君） 

７ クラブ細則第７条一部改正についての提案（小山

楯夫君） 

特別委員会を設置し、今後、年会費の内容についてど

うするべきであるかを継続協議することなった。 

８ １２月のプログラム ＝ 承認 

１２月 ７日 年次総会 

１２月１４日 会員スピーチ 

・ＳＭＢＣ日興証券㈱  

新潟支店長 猪島 光典君 

・損害保険ジャパン㈱  

新潟支店長 河野 泰之君 

１２月２１日 卓話  

・日本海ドームシティプロジェクト 

 副代表理事 安達里枝氏  

１２月２８日 規定休会 

９ その他 

・ロータリー地域協働ネットワークセンター副セン

ター長について（内山幹事） 

先月の会長幹事において、次年度副センター長１名選

出を新潟クラブに依頼があり、石川次年度会長に一任

した。 

・イタリア軒クーポン券の取り扱いについて（内山

幹事） 

利用されず期限切れになってしまうクーポン券の取

り扱いについて、現在イタリア軒側と再協議中であ

り、先方の意向を踏まえ決定した後、会員の皆様に告 

知することとする。 

 

http://www.niigatarc.jp/


年 次 総 会 開 催 

 

１）総会の成立 

・石橋 正利議長（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。 

・内山 博之幹事＝会員数 ８７名のところ５９

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 

・石橋 正利議長（会長） 

  議案第１号「次々年度(2023～ 2024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（2023～2024 

年度) ＝次年度会長エレクトの選出」 

・議長＝議案第１号「次々年度会長（2023～2

024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「2023-2024年度会長候補」に 

内山 博之 君が全員一致で指名（推薦）され

ました。ここで 内山 博之壱君の「ロータリー

歴」を紹介いたします。 

 

「内山 博之君のロータリー略歴」 

 

「内山 博之君のロータリー略歴」 

２０１８年７月３１日 入会 

 

２０１９～２０年度  副S.A.A. 

２０２０～２１年度  副幹事 

２０２１～２２年度  役員・幹事 

 

 

・石橋 正利議長＝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。２０２3～２4年度（次々

年度）の会長は、 

内山 博之君に決定しました。  

 

４）次次年度会長挨拶 

・石橋 正利議長＝それでは内山 博之君に

ご挨拶をお願い致します。 

 

・ 内山 博之君あいさつ 

今ほど、皆様より２０２３～２０２４年の新潟クラブ

会長としてご承認いただきました内山博之です。

ロータリー歴のご紹介にありましたように、私は２

０１８年７月に当クラブに入会させていただき、ま

だ３年４ケ月でありましてロータリアンとしては知

識・経験不足の身であります。本年度幹事として

石橋会長の傍らで例会・理事会運営に携わせ

ていただき、いかにこの新潟クラブの会長職が

重責であるか身をもって感じております。様々ご

縁をいただき、会長に推薦され本日皆様にご承

認していただいたからには、この会長職を全う

すべく、これからの１年半しっかりと準備をし、こ

の新潟クラブの伝統を汚さず、魅力ある新しい

新潟クラブを私なりに作って参りますので、皆様

のご協力そして叱咤激励をよろしくお願いいた

します。最後になりますが、私をこの新潟クラブ

に導いてくださった推薦人の内田直紀さん、若

槻良宏さん、本年度幹事としてご指導いただい

ております石橋会長、お葉書までいただき熱心

に口説いていただました指名委員会委員長の

佐藤紳一さん、ロータリー活動の中で、関わら

せていただいております会員の皆様、事務局の

皆様に感謝申し上げ、ご挨拶に代えさせていた

だきます。本日は、誠に有難うございました。 

 

５）議案第２号「次年度の役員の選出」 

・石橋 正利議長＝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6名」を全員一致で 



 指名（推薦）致しました。＝別表 

・石橋 正利議長＝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。２０２２～２３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」 

・石橋 正利議長＝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 

・石橋 正利議長＝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。２０２２～２３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 

・石橋 正利議長＝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 栄一君、細野 義彦君を指名させて頂

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」 

・石橋 正利議長＝議案第４号「次年度会長

の確認」です。 

 クラブ細則により、石川 治壱君を次年度の

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 石川 治壱君にご挨拶

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 

・石川 治壱会長エレクトあいさつ 

新潟ロータリークラフブ次年度会長に指名ご

承認頂きました石川治壱です。また今ほど役

員理事をご承認頂き有難う御座いました。 そ

して理事を受けて頂きました方々は本当に、

快くお引き受け頂き有難うございます、感謝申

し上げます。 

また次年度は高橋秀樹がバナー年度であり,

このような年度に会長として務まるのかと心配

は尽きないのですが本日ご承認いただいた理

事役員の皆様とともに次年度に向け、これか

ら協力をおねがいする委員長の皆さんと、会

員のみなさんにとって良いクラブとなるよう、次

年度各委員会の充実を図っていきたいとおも

います。 

次年度スタートまであと半年と少しとなりました。

浅学菲才な私は80年を超える歴史と先輩方

の積み上げてきた知恵と情熱を感じながら微

力ながら私のできることを落ち着いて精一杯

頑張ってみようと思います。  

今回このような大きな課題を与えてくださった

会員の皆様に感謝しつつ次年度を楽しかっ

たし良かったねって言って貰えるよう 会員の

皆様からご協力とご指導いただき、スタッフと

共に準備を進めていきたいと思います。 

本日はご承認有難うございました。 

11）閉会                        

 

以上で年次総会を終ります。 
 



2022～23年度新潟ロータリークラブ理事・役員 

 

 
 

役員･会長 石川 治壱 

役員･会長エレクト 内山 博之 

役員・副会長 宇尾野 隆 

役員・幹事 荻原 俊一 

役員･会計 内山 博之 

役員・S.A.A. 栂坂 昌春 

役員・直前会長 石橋 正利 

理事・クラブ奉仕A委員長 佐藤 隆夫 

理事・クラブ奉仕B 委員長 本間  彊 

理事・職業奉仕委員長 桒原 美樹 

理事・社会奉仕委員長 若槻 良宏 

理事･国際奉仕委員長 徳永 昭輝 

理事・青少年奉仕委員長 小木 將綱 

理事・ロータリー財団委員長 本多  晃 


