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新潟 RC 6 月第 1 例会 (2022.6.7) （Zoom 例会併催） №３４１６ 

 

(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 

6 月は、「ロータリー親睦活動月間」です。5 月末発行の「ロ

ータリー親睦活動月間リソースのご案内」から、記事をお伝

えいたします。後程、事務局から e メールで会員の皆様に

もお送りいたします。 

まずは、「ロータリー親睦活動グループ」です。同じ関心や

趣味、職業をもつ世界中の仲間と楽しく交流できる方法が

「ロータリー親睦活動グループ」だそうです。初めて、知りま

した。全部で、105 グループあることが分かりました。 

一部を紹介します。 

・経営幹部 ・起業家 ・教育者 ・倫理 ・アンティーク自動

車 ・バトミントン 

・バスハウス ・顎ひげと口ひげ ・ミツバチ ・ビール ・バ

ードウォッチングなど。 

私としては、最初に「・倫理グループ」に登録することにしま

した。インターネットで「倫理グループ」を開いてみたところ、

「私たちのコミットメントは、公正で支持的な世界を構築する

ための倫理原則の実践を奨励することによって人類に奉

仕することです。」とありました。世界中のロータリアンと直

接、親睦を深められることは、わくわくして来ます。 

では、「国境を超えた友情をロータリーで築こう」映像をご

覧ください。 

「1 年間で、親睦活動を通じて、多くのロータリーの友人が

できました。自分の趣味に熱心に打ち込んで、奉仕を行い、

交流を深めることができるのです。訪問先の人々が、家族

ぐるみで地元を案内してくれることで、素晴らしいところを

訪れることができます。」と語られていました。私たちも取り

組んで行きましょう。 

次に、京都南ロータリークラブの同好会・研究会が取り上げ

られていました。何と 21 も会があります。250 名の会員と、

最年少会員 39 歳・最高齢会員 97歳という三世代が同居し

ているような年齢構成ということで、例会だけではなかなか

会員同士の親睦、意思の疎通が難しい中で、より関係を緊

密にしてくれているのが、同好会・研究会の存在なのです。

私も「幸せな家族・職場をつくる研究会」を立ち上げたくなり

ました。 

そして、2022 年ロータリー国際大会（米国テキサス州ヒュー

ストン）が、6月4日～8日に開かれています。後で、報告書

が届きましたら、ご紹介いたします。 

最後に、先週、白根ロータリークラブでメークアップに行っ

てきたことをご報告いたします。びっくりしたのは、お祝い

の中に「夫人誕生祝」がありました。 

例会が終わってから、大凧合戦の初日だったので、お誘

い頂きました。初めて、現場で、大凧合戦を見ました。動画

をご覧ください。地域の皆さんが、一生懸命、力を合わせ

て取り組んでいる気合が伝わって来ます。組織の活力を上

げられるいい事例です。 

私が皆さんに差し上げた自著「最強で幸せな職場を創れる

6 つの秘訣」の 180 頁に記載しているワークがあります。中

小企業大学校でやったワークの映像をご覧ください。 

縫いぐるみを投げ合う時間を、どの位、短縮できるか目標

を、皆でじっくり話し合って合意した上で取り組み、目標を

達成すると歓声と拍手が沸いてきました。ぜひ、組織の活

力を引き出すリーダーシップを発揮いたしましょう。 

(3) ガバナー補佐ご紹介・挨拶 

片山  政博ガバナー補佐（新潟東ＲＣ） 

(4) 次期ガバナー補佐ご紹介・挨拶 

森田 順一次年度ガバナー補佐（新潟南ＲＣ） 

(5) 米山奨学生テイ・ケンビンさん挨拶・奨学金贈呈 

(6) 退会ご挨拶・バナー贈呈 

NHK新潟放送局局長 矢部典男君 

(7) １００％出席バッチ贈呈 

(8) お祝い贈呈(８名) 

(9) 結婚記念日お祝いの紹介(７名) 

 

東海 幸一君 ２年   

 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  

 



(10) ロータリーの友６月号紹介（酒井昌彦広報会報   

雑誌委員長） 

(11) 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) 

高橋 秀松君 宇尾野 隆君 

青少年育成基金寄付発表(本間 利夫委員) 

高橋 秀松君  

(12) ニコニコボックス紹介（桒原美樹副委員長） 

・片山 政博ガバナー補佐 一年間のご協力に感謝しま

す。 

・森田 順一次年度ガバナー補佐  来年度、一年間宜

しくお願い致します。 

・髙橋 秀樹君 片山さん、森田さんを歓迎してニコニコ

いたします。 

・矢部典男君 この一年間に感謝してニコニコです。 

・本多 晃君 結婚記念日のお花有難うございました。 

・桒原 美樹君 佐渡のマグロが大量！  なんだかニコ

ニコします。 

(13) 表彰 

・本間利夫君へポール・ハリス・フェロー認証状とピン贈呈 

・石橋正利君へポール・ハリス・フェロー認証状とピン贈呈 

・小林悟君へマルチプルポール・ハリス・フェローピン贈呈 

(14) 幹事報告（内山 博之幹事） 

・ロータリーレートが６月より１２７円に変更になりました。 

(15) ６月７日の例会参加率 

 

 

 

Zoom参加 １３名 

 

 

６月１４日の例会予定 

卓話 「ダメな会社が、社員の幸せ追及で 

グッドカンパニーになれた経営革新活動」 

  日鉄工材㈱常務取締役 玉巻 秀康 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員数 算定対象者 出席者 参加率 

８５ ８３ ６７ ８０．７２ 

６月７日 理事会報告 出席者 8 名 
 
１ 青少年育成基金贈呈先について（佐藤隆夫青少年奉

仕委員会委員長）＝ 承認 
非営利団体新潟におけるベトナム人協会(推薦者：本間

彊君)と、特定非営利活動法人教員サポート Smile うい

んず(推薦者:佐藤邦栄君)が推薦され、青少年育成基金寄

付金と月末のチャリティーゴルフ寄附金を合算した金

額の半額ずつをそれぞれに振込むこととする。また、次

年度において贈呈先より例会時活動報告をしてもらう。 
２ 入会推薦の件 ＝ 承認 
・東北電力㈱執行役員新潟支店長 榎本 隆克君 
御紹介者 武田 眞二君 高橋 康隆君 

・岡三にいがた証券㈱代表取締役会長兼社長 江越誠君 
御紹介者 石本隆太郎君 石川 治壱君 

・日本銀行新潟支店支店長 小林 俊君 
御紹介者 小松茂樹君 小山 楯夫君 

・㈱テレビ新潟放送網 代表取締役社長 小山章司君 
御紹介者 敦井栄一君 桒原美樹君 

３ 退会届について ＝ 承認 
・岡三にいがた証券㈱ 代表取締役社長 辻 和彦君 
 (5/24 退会ご挨拶 事後承認) 
・ＮＨＫ新潟放送局局長 矢部典男君(6/７退会ご挨拶) 
・㈱信和商会 代表取締役 土田克則君(6/3 付) 
４ 次年度地区役員推挙の件 ＝ 承認 
 ・2022-23 年度分区再編検討委員会委員 髙橋秀樹君 
 ・2022-23 年度分区再編検討委員会委員 山田隆一君 
５ ６月のプログラム ＝ 承認 
６月  ７日 第一例会につき卓話なし 
６月１４日 卓話 日鉄工材㈱  

常務取締役 玉巻秀泰氏 
６月２１日 卓話 シモダ産業㈱  

常 務 取 締 役  霜 田 真 紀 子 氏            

６月２８日 納会 １７時受付 １７:３０開会  
鍋茶屋 

６ その他 
・石橋会長より、会長方針の進捗状況について報告があ

った。 
・宇尾野国際奉仕委員会委員長より、ミャンマープロジ

ェクトについて報告があり、サンピア病院のメンテナン

ス料に充てる地区補助金を控除した 98,460円を国際奉

仕委員会予算より支払うことについて承認された。 
・得永ロータリー財団委員会委員長より、クラブ財団数

値目標に対する実績について年次基金、恒久基金共に現

在未達であること、また、財団NEWS より、ポリオウ

イルスについて現在世界合計で 1 件となった旨の報告

があった。 
・佐藤邦栄会計より、前年度の青少年育成基金贈呈先で

ある 6 件について、今年度例会時に活動報告はなかっ

たので、次年度は活動報告をしてもらうように次年度に

引き継いでもらいたい旨、依頼があった。 

http://www.niigatarc.jp/

