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新潟 RC ３月第 5 例会 (2022.3.29) （Zoom 例会併催） №３４０７ 

(1) ロータリーソング「手に手つないで」ピアノ演奏 

(2) 石橋 正利会長挨拶 

26 日（土）に、佐藤紳一 PETS 実行委員長のもと、県内各

地からお集り頂き、会長エレクト研修セミナー（PETS）が

開催されました。概要の報告をさせてもらいます。 

高橋ガバナーエレクトからは、初めての女性会長になら

れたジョーンズ RI会長の方針「イマジン・ロータリー」と

2022-2023 年度地区運営方針「再生・新生・共生」をお話

頂きました。そして、各委員長からは、委員会の基本方針

をお話頂きました。PETS終了後は、懇親会が開かれ、楽

団の演奏を楽しみました。親交を深める良い機会になっ

たことと思います。新潟ロータリークラブがホストクラブな

ので、会長の私も歓迎の挨拶をさせて頂きました。 

それでは、ジョーンズRI会長エレクトが、語る方針の映像

をご覧ください。 

いかがだったでしょうか。私が、印象に残ったメッセージ

は、「数年前、アメリカのテレビ番組にインタビューを受け

た時、ホストの方が、30 年以上ロータリアンだったけど、

最近、ようやくロータリーを理解したとのこと。その理由は、

地域の子供たちにコートを届けるプロジェクトに関わった

ことで、奉仕の力を体感することができたのです。会員の

奉仕への参加を促しましょう。」というメッセージです。例

会に出るだけではなく、具体的な奉仕活動に参加するこ

との大切さを伝えてくれました。 

そして「ロータリアンとしての目的と情熱を創りだすのは、

私たちの手を動かす奉仕活動、個人的成長、リーダーシ

ップ開発、生涯続く友情なのです。」と語っています。 

さらに、「2023 年には、女性会員の比率を 30％にすると

いう目標があり、110 カ国は達成しています。」と言われま

した。新潟ロータリークラブの現在の会員数の 30％と言う

と、24 名以上の女性会員が占めていることが目標になり

ます。びっくりです。 

最後に、想像イマジンして下さいと語られたのが以下の

言葉です。 

★想像してください ポリオのない世界を！ 

★想像してください みんなが安全な飲み水がある世界

を！ 

★想像してください 病気のない世界を！   

★想像してください 全ての子供が読むことを学ぶ世界

を！  

★想像してください やさしさ、希望、愛、平和を！  

さあ、想像イマジンして、少しでも、奉仕の活動を深めて

まいりましょう。 

高橋ガバナーエレクトの2022-2023年度地区運営方針は

以下の通りです。 

『再生』 : 2560 地区はへこたれない 

 厳しい時こそ、頼りがいのある輝かしい組織であることを

示しましょう。 

『新生』 : 2560 地区は進化する 

 新しい技術と工夫、効率化によって活動の内実を向上

させましょう。 

『共生』 : 2560 地区は助け合う 

 クラブと地区、クラブとクラブ、そしてロータリアンと社会

のつながりを活性化させましょう 

(3) ゲストの紹介 

・徳永 直輝君（小林  悟会員のお孫さん） 

(4) 退会ご挨拶・バナー贈呈 

・日本製鉄㈱新潟支店長 藤井 邦之君 

・セコム上信越㈱代表取締役社長 山中 善紀君 

(5) 小川潤也職業奉仕委員長より講演会ご案内 

４月２１日に予定しております講演会講師、矢口仁氏は

WEB マーケティングのプロフェッショナルです。代表を務

めるブランクエストは WEB 集客を得意として、大手企業か

ら中小企業のWEBからの営業支援で急成長中のベンチャ

ー企業です。コロナ禍で創業して 2 年で社員は三人から

18人まで増員に成功し、しっかりと売上も3億を超えてまだ

まだ成長途上です。 

WEB 集客についてもセミナーで極意をほんの少し話して

もらう予定です。 

また、創業と同時に事業承継も視野にいれており、創業者

である、矢口氏の次を担う社員を育成しております。 

別事業として飲食店の経営もしており、コロナ禍で大手が

撤退するなか、10 店舗の飲食店を新宿界隈に出店しまし

た。しかも、どの店もそれぞれコンセプト、業態を変えてお

り、その発想力と実践力、決断の速さの源を新潟 RC の皆

さんにセミナーで感じてもらいたいと思います。日時、申し

込み方法は裏面の通りです。 
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新潟 RC職業奉仕委員会主催講演会ご案内 

日時 令和 4年 4月 21日（木） 

受付 15時 開始 15時 30分  終了 17時 

会場 ホテルイタリア軒 3階 「サンマルコ」 

講師 株式会社ブランクエスト代表 矢口 仁氏 

タイトル  「起業から企業へ そして事業承継–」 

プログラム 第一部 講演会 15時 30分～16時 30分  

      第二部 質問会とトークセッション 

16時 30分～17時 

会  費  不要 

お申込み  ご参加を希望される方はメール、ファッ

クスにて４月１１日までにお申込み願います。 

新潟ＲＣ事務局   

メール niigatarc@wine.ocn.ne.jp 

電話  025-222-5050  FAX    025-222-5051 

(6) 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) 

髙橋 秀樹君  本間 利夫君 

米山奨学会寄付発表（佐藤 紳一委員) 

髙橋 秀樹君 仙石 正和君 

徳永 昭輝君  

青少年育成基金寄付発表(小飯田 澄雄委員長) 

髙橋 秀樹君 本間  彊君 

佐藤 隆夫君  

(7) ニコニコボックス紹介（武田 眞二委員） 

・高橋 秀樹君 先週の土曜日、無事に会長エレクト研修

セミナー（PETS）を開催することができました。当地区で約

170 人のロータリアンが一堂に会し懇親会を伴う会合を行

ったのは、ほぼ２年ぶりのことでした。参加した多くの方々

から「わかり易い内容で、良い研修でした」、「やはりロータ

リーはこうではくては」等の感想を頂き、大変喜んで頂くこと

ができました。 

ランチは、耳付パンのサンドイッチがワンプレートで出され

ましたが、フードロスに配慮した工夫であり、見た目も洗練

されていました。国際ロータリーは七つの重点分野の一つ

として、環境問題への対応を挙げていますが、それに適う

ものだったと思います。また、今回の PETS では、初めての

試みとしてローターアクトの会長幹事も参加しました。これ

も国際ロータリーの方針に配慮したものでしたが、ローター

アクトのメンバーと前向きなディスカッションをすることがで

きました。全体として素晴らしい研修だったと思います。実

行委員長の佐藤紳一さん、担当幹事の織戸潔さんをはじ

め、御協力くださった皆々様に心から感謝いたします。イタ

リア軒様にも、大きなご協力と細々としたご配慮をいただき、

大変有難く思います。これから、５月の地区研修・協議会、

９月の地区大会記念ゴルフ大会、11 月の地区大会と続い

ていきますが、引き続きどうぞ御協力のほどお願い申し上

げます。 

・小林  悟君 孫が高校に入学しました。社会勉強の為例

会見学させて頂きます。 

・石橋 正利君 三番目の孫が小学校に上がります。元気

におおきくなって、おじいちゃんとしては嬉しいです。 

・藤井 邦之君 ５年間、大変お世話になりました。未熟な

ロータリアンでしたが皆様のご指導のお陰で沢山の人的ネ

ットワークがこの新潟の地で作れました。私の最高の財産

です。ありがとうございました。 

・徳永 昭輝君 １ 結婚記念日にお花をいただき、ありが

とうございました。２ 仙石正和先生ご苦労様でした。退会

は残念ですが一緒に発足させた「信濃の会」の事務局長と

して今後もご協力いただけることをお願いします。ニコニコ

はできませんが、これからも宜しくお願いします。 

(8) 幹事報告 

事務局よりメール配信させて頂きました様に、不審メール

の件ではご迷惑をおかけいたしました。不審メールの受信

は防ぎようがないのですが、添付ファイルさえ 開かなけれ

ば 被害はないとのことです。しばらく、お気をつけ下さい

ます様にお願い申し上げます。 

(9) 会員スピーチ 

「サービス、アントレデザイン、起業家国家 」 

事業創造大学院大学 仙石正和 学長  

仙石正和君、退会につきバナー贈呈 

 

(10) ３月２９日の例会参加率 

 

 

 

Zoom参加者 １５名 

 

 

 

 

 

 ４月５日の例会予定 

第一例会につき卓話なし 

 

 

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 
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