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新潟 RC ７月第 1 例会 (2022.7.5) （Zoom 例会併催） №３４２０ 

 

(1) 「君が代」 

ロータリーソング「奉仕の理想」ピアノ演奏 

(2) 石川 治壱会長挨拶 

本年度会長を仰せ付かりました石川でございます。 ど

うか１年間宜しくお願い致します。 会員皆様方の御理

解・御協力を頂きましてこの一年間、職を全ういたした

いと考えております。 高野幹事、 小川副幹事ともども

何卒宜しくお願い申し上げます。 

本日は新年度の始まりということで１年間の会長方針を

要点のみお話させて頂きます。 

一年間のスケジュール、予算、委員会表は本日皆様

のお手元にお届けの事業計画書の中に記載されてお

ります。後程、ご一読いただければと思います。 

昨年度の例会の中でも何度か紹介されておりましたが

本年度のジェニファー・ジョーンズ RI 会長のテーマは

イマジンロータリーです。RI 会長のテーマについては

資料をご覧頂ければと思います。その中で私が大切

だなあと思う点として 2ページ目の３行目からの部分で

す。私なりに要約しますと、ロータリアン自身がそれぞ

れのクラブを有意義だと思い、また有意義だと思えるよ

うお互いに奉仕をしよう、といったことだと思います。 

クラブをお互いの力、つまり各委員会が積極的に活動

し果しがいのある奉仕活動で作り上げましょうといった

意味なのかなと思っております。 

その互いの奉仕の結果得られる価値のあるもの、世代

を超えた、またこのロータリーのなかでしか会うことの

できない方々との友情、信頼関係、人間関係など 

 

 

 

 

 

言葉はいろいろありますがそういったものが大きな得ら

れる価値としてあるのは明らかであると思います。 

またそれによりこのクラブが会員の皆さんにとってより

有意義で快適な居心地の良いクラブになっていくこと、

そして 80 年余続いているこのクラブの先輩たちが作り

上げたこのクラブを良き形でしっかり後世に引き継ぐこ

とだと考えています。 

未来の新潟ロータリーの発展をイメージしながら先輩

方が作り上げた良き伝統を守りつつ、また感謝しつつ

運営をしていきます。 

本年度は高橋秀樹ガバナーを私たちは輩出し地区の

代表となった高橋ガバナーを新潟クラブあげてサポー

トしていきます。昨年度も PETS や地区協議会など

様々な行事をこなしてきました。本年度開催予定の地

区ゴルフ大会及び地区大会が予定されています。 

本日は詳しくはまだお話しできませんが、クラブ全員

でこの一大行事をこなしていきたいと考えております。

この地区行事を新潟ロータリークラブらしく大成功を収

めること、これが今年度私たちに課せられた果しがい

のある奉仕活動であると認識しております。 

本日は行うべき予定が立て込んでおりますので会長

挨拶は終わろうと思いますが皆様方の一層のご理解と

ご協力をお願い申し上げまして本日のご挨拶と致しま

す。 

 

(3) 米山奨学生テイ・ケンビンさんへ奨学金贈呈挨拶 

 2022-23 年度 
国際ロータリー会長 
ジニファー・ジョンズ 

 
2022～23 年度 

新潟ロータリークラブ会長 
 

石川 治壱  

 



(4) 新会員の紹介 

 

 

 

 

東京生まれ東京育ちですが、2020 年 6 月より妻と一緒

に新潟に移り住んでいます。コロナ禍で皆様と思うよう

に懇親ができませんでしたが、その分妻と二人で新潟

生活を楽しむことができました。 

1985 年に日本テレビに入社以来、ほとんどの期間を営

業職として他局との競争に明け暮れてきましたが、

TeNY社長となってからは、いかにして地域から頼りにさ

れる放送局になれるかをテーマとしております。テレビ

の見られ方が変わってきている中、これからのローカル

局がどうあるべきかを追求していきたいと思っておりま

す。今後は新潟ロータリークラブの一員として少しでも

お役に立てるよう努めて参りまので、何卒よろしくお願

い致します。 

(5) １００％出席バッチ贈呈 

 

 

 

 

 

(6) 誕生日お祝い贈呈(８名) 

(7) 結婚記念日お祝いの紹介(２名) 

(8) 高橋 康隆ゴルフ同好会会長報告 

６月２６日に開催された昨年度新潟 RC チャリティーコン

ペの報告を親睦委員会に代わりご報告致します。 

優勝 金井和義さん、準優勝 本多晃さん、３位 本間  

利夫さん。  今月は７月２４日にコンペを開催致します。

熱中症にお気をつけつつ奮ってご参加願います。 

(9) 金井和義君納会ゴルフコンペ優勝の御挨拶 

(10) 各種ご寄付の発表 

ロータリー財団寄付発表(本多 晃委員長) 

徳永 昭輝君  本間  彊君 

本多  晃君  

米山奨学会寄付発表（渡辺 浩幸委員長) 

田村貫次郎君  小林  悟君 

徳永 昭輝君  宇尾野 隆君 

白勢 仁士君  五月女政義君 

田中 孝佳君  石橋 正利君 

青少年育成基金寄付発表(小林 建委員長) 

小飯田 澄雄君  小林 建君 

(11) ニコニコボックス紹介（関川 博信委員長） 

・宇尾野 隆君 石川 治壱会長の年度がスタートすること

を記念して。 

・本間 利夫君 ゴルフコンペお世話になりました。 

(12) 幹事報告（高野 潤幹事） 

・ロータリーレートが１２７円から １３６ 円に変更になりまし

た。 

・例会終了後新会員オリエンテーションを４階「雪の間」で

開催致します。 

(13) クラブフォーラム「委員会事業計画の発表」 

(氏名敬称略) 

・SAA 栂坂 昌春 

・佐藤隆夫クラブ奉仕 A担当理事 

・会員増強委員会 秋山 博一 

  ・R情報委員会 高橋 康隆  

 ・広報、会報、雑誌委員会 小田 等   

    ・本間彊クラブ奉仕Ｂ担当理事 

・出席委員会 久保田敦紀  

・プログラム委員会 酒井昌彦  

・親睦委員会 坂井賢一  

・ニコニコボックス委員会 関川博信  

・桒原 美樹職業奉仕担当理事 

・職業奉仕委員会 東海幸一 

・米山奨学委員会 渡辺浩幸 

・国際奉仕委員会 高野潤 

・青少年育成基金管理委員会 小林建 

(14) ７月５日の例会参加率 

 

 

 

 

Zoom参加 ７名 

 

 

７月１２日の例会予定 

「事業計画の発表」 

 

新潟ロータリークラブホームページアドレス 

http://www.niigatarc.jp/ 

大桃 典和君 １年 内山 博之君 １年 

栂坂 昌春君 ２年 久保田敦紀君 ２年 

佐藤 隆夫君 ３年 岡村 健吉君 ５年 

大澤  強君 ９年 石川 治壱君 ９年 

高橋 秀松君 14年   

会員数 算定対象者 出席者 参加率 

８０ ８０ ６１ ７６．２５ 

㈱テレビ新潟放送網  
代表取締役社長 小山 章司 君  
紹 介 者   敦井 栄一 君 
所属委員会 広報会報雑誌委員会 

http://www.niigatarc.jp/


 

  
７月 5 日 理事会報告 出席者 １１ 名 

 
 
１ 入会推薦の件=承認 
・㈱新潟博報堂 ビジネスデザイン局 局長 高杉 直希君 

  御紹介者 酒井 昌彦君  桒原 美樹君 
 ・㈱新潟グランドホテル 代表取締役社長 中山 真君 
  御紹介者 敦井 栄一君 宇尾野 隆君 
 ・日本放送協会 新潟放送局局長 川瀬 直也君 
  御紹介者 佐藤 隆夫君 石橋 正利君 
・新潟信用金庫 常務理事 総合企画部長 高山 克幸君 
御紹介者 小山 楯夫君 白勢 仁士君 

・㈱ユアテック 新潟支社 専務執行役員支社長 長谷川久晃君 
御紹介者 高橋 康隆君 武田 眞二君 

２ 退会届について=承認 
 ・㈱テレビ新潟放送網 常勤相談役 務台 昭彦君（6/21 退会挨拶） 
 ・新潟信用金庫 理事長 小松 茂樹君（6/21 退会挨拶） 
・新潟県信用農業協同組合連合会 代表理事専務 梅澤 哲雄君（6/28 退会挨拶） 

３ 社会奉仕委員会主催海岸清掃実施の件 
案内文（内容）について石川会長より説明 
メーキャップ扱いにする事、ローターアクト会員にも声を掛け幅広くご参加頂く＝承認 

４ ７月のプログラム=承認 
  ７月 ５日 事業計画の発表 
  ７月１２日 事業計画の発表 
  ７月１９日 卓話「ウクライナ これまで、今、これから」 

事業創造大学院大学  
ウクライナ留学生 ヴィクトリア ミロンチューク さん 

  ７月２６日 前橋RC 合同納涼例会 １７時受付 １７時３０分開会 於 イタリア軒 
５ その他 
・地区大会記念ゴルフ大会の件について案内文=承認 
・本間地区大会実行委員長より、本日の例会時、開催概要（チラシ配布）を説明し、 会員各位に協力

依頼を行う 
         
 

以上、議事録作成人 幹事 高野 潤 


