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新潟 RC 9 月第 1 例会 (2022.9.6) （Zoom 例会併催） №３４２７ 

 

(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 

先週の西芳寺の庭園の紹介でご紹介した鎌倉時代の禅僧

夢窓疎石は西芳寺だけではなく、数多くの名園と言われる

庭園の建造にかかわりました。その代表的庭園の天龍寺

の庭園、曹源池庭園（そうげんちていえん）をご紹介いたし

ます。 

約700年前の夢窓国師作庭当時の面影をとどめており、わ

が国最初の史跡・特別名勝指定庭園です。中央の曹源池

（そうげんち）を巡る池泉回遊式庭園で、大堰川（おおいが

わ）を隔てた嵐山や庭園西に位置する亀山を取り込んだ借

景式庭園でもあります。 

方丈からみた曹源池（そうげんち）中央正面には 2 枚の巨

岩を立てた枯滝があります。 

この滝は龍門の滝と言われ、中国の登龍門の故事になぞ

らえたものというのは西芳寺と一緒です。この滝組でも鯉

魚石（りぎょせき）を見る事が出来ます。この石は滝の流れ

の横に置かれており、鯉が龍と化す途中の姿を現す珍し

い姿をしています。 

この滝は三段の滝になっており、以前は水が流れていたそ

うです、一番高いところに配置されている石が、奥石、また

は蓬莱石（ほうらいせき）と言われいわゆる西方浄土にある

聖なる山を現しています。 

その先に水落石、が二段に分かれており先ほど紹介した

鯉魚石は中段にあります。 

滝の手前に石の橋がありこの時代はおそらく滝のそばまで

歩いて行けたのではないかなと思います。この滝石組は数

ある日本庭園の滝組石の中で最高峰と言われる石組で

す。 

なかなか池の対岸にありが詳しく見ることが難しい滝石組

ですがぜひこの庭園に行った際には、双眼鏡などで鑑賞

することをお勧めいたします。 

 

 

曹源池（そうげんち）の名称は夢窓疎石が池の泥をあげた

とき池の中から「曹源一滴」と記した石碑が現れたところか

ら名付けられたとされています。これは禅の世界の言葉、

曹源一滴水（そうげんのいってきすい）といった故事があり、

水の一滴すら無駄に使ってはいけないといった教えだそう

です。 

平安時代の浄土式庭園や作庭記の紹介でも見られた出島

がこの庭園でも見られ美しい池の稜線を作り出しています。

そしてこの庭園の紅葉の時期にはこのような美しい光景と

なり嵐山や亀山を借景としてまるで一つの絵画のようで

す。 

このような貴重な庭園が今も残るのは管理も大変だとは思

いますが、意義と価値があることだと思います。これで会長

挨拶を終わります。 

 

(3) ビジターの紹介 

・木村廉平君（新潟万代 RC） 

(4) 米山奨学生テイ・ケンビンさんへ奨学金贈呈挨拶 

(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(5名) 

(8) ロータリーの友紹介（佐藤明広報会報雑誌副委員長） 

(9) 委員会報告 

・２０２１～２２年度決算報告（内山 博之会計） 

  ・敦井 栄一監査役より監査報告 

～拍手をもって承認～ 

 

坂本  信君 １年 酒井 昌彦君 2年 

 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  

 



(10) 山田 隆一野球部監督 

こんにちは。野球同好会の山田です。野球同好会より、皆

様へお知らせと、お願いです。コロナ前は、恒例となって

いました、旧市内７クラブ親睦野球大会が３年ぶりに開催さ

れる事となりました。日程は１０月２日、日曜日、７：４５分より

決勝終了は１７：００時位迄でしょうか…。試合球場は北区

木崎野球場です。先日、試合組合せクジで、この表の通り、

新潟クラブは第２試合９：２０より新潟北クラブとの対戦が決

まりました。選手は、既に、個別にお声掛けして、１２名を確

保しましたが、万が一２回戦、決勝と進みますと、今迄の、

新潟クラブの実力と体力からすると１２名ではちょっと厳し

い事が予想されます。もし、我と思わん方いらっしゃれば、

練習と当日の応援に参集頂きたいと思います。練習は９月

１１日日曜日、１９日祝日月曜、２５日日曜日、何れも阿賀野

川河川公園野球場で１６：００時より一時間ほどやってます。

詳しくは大澤キャプテンか私に問い合わせ下さい。因みに、

この親睦野球大会の本来の目的は、野球を通して親睦を

図り、他のクラブとも交流してもらおうという趣旨で、本日の

理事会でも、大会試合応援参加もメークアップを認めて頂

きました。特に入会間もない皆さんは、野球を通してロータ

リー活動を楽しんで頂ければ幸いに存じます。よろしくお

願いします。ありがとうございます。 

 

(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) 

本間  彊君  本多  晃君 

米山奨学会寄付発表（田中 孝佳副委員長) 

白勢 仁士君  

青少年育成基金寄付発表(小林 建委員長) 

宮島多佳子君  

(12) ニコニコボックス紹介（関川 博信委員長） 

・本間  彊君 本日は会員の皆様に地区大会の役割など

発表させて頂きます。今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げ

ます。 

・石川 治壱君 もう２ケ月、やっと２ケ月です。で、ニコニコ

します。 

(13) 幹事報告（高野 潤幹事） 

・ロータリーレートが１ドル１３９円に変更になりまし

た。 

 

 

 

(14) 地区大会のご案内 

・若槻 良宏地区大会記念ゴルフ大会実行委員長 

昨日、ガバナー事務所より９月２７日に紫雲ゴルフ場で

開催される地区大会記念ゴルフ大会組合せを各クラブ

へお送り致しました。４１０名以上のお申し込みを頂き、

ゴルフ場の受け入れ人数をオーバー致しまして新潟ク

ラブの方には２８日にプレーをお願いすることになりお

詫び申し上げます。９月２７日はホストクラブとして朝か

ら受付などのお手伝いをゴルフ同好会メンバー中心に

お願いすることになるかと存じます。ホストクラブとして、

大会を成功させたくご協力を宜しくお願い致します。 

・石川 治壱地区大会担当幹事 

本日は地区大会のお話をさせていただきます。地区内

の各クラブや、新潟クラブ以外の地区役員にはご案内

の発送を 8 月の 22 日に行いました。今回お話しするの

は開催の概要と、新潟クラブのメンバーの役割とそのや

り方の概要についてです。概要は本日お配りしたパン

フレットをご覧いただければと思います。その裏にタイ

ムスケジュールの記載がありますが1日目—2日目と行う

行事の記載があります。また各役割分担について実行

委員会からのお願いなのですが、新潟クラブの会員全

員なるべく多くの方のお力で、この大会を運営していき

たいと考えています。そしてその役割分担を本日お配り

した組織の案を基に進めていきたいと考えています。ま

た、1 日目 2 日目の地区大会行動予定表（案）をご覧い

ただきたいのですがそれぞれ役割に応じて集合時間 

また解散の時間を変えています。この行動予定表はた

たき台であり私が作った案ですので、今後各担当の

方々とつめていきたいと考えています。今月中に各担

当者と打合せをさせていただき、より精度を高め皆さん

と、高橋秀樹ガバナーの地区大会を成功させたいと考

えていますのでどうぞよろしくお願いします。 

(15) ９月６日の例会参加率 

 

 

 

 

Zoom参加 １３名 

 

９月１３日の例会予定 

前年度青少年育成基金贈呈先団体  

NPO法人 教員サポート Smileういんず の報告 

 

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 ８７ ６６ ７５．８６ 

http://www.niigatarc.jp/


 

9 月 6 日 理事会報告 出席者 １１ 名 
1，2021～2022 年度決算報告 内山博之会計より説明 ※別紙参照⇒承認 
 ・収入の部  
  新年家族例会、前橋観桜会については、中止となった為、収入決算額はゼロ 
  ガバナー特別会計に関して、500,000 円を収入決算額に計上 
  募金（NHK 歳末助け合、熱海豪雨寄付金、佐賀長崎豪雨寄付金、ウクライナ募金）に関して、合計 199,303

円を収入決算額に計上し、クラブからの補填を含め 326,122 円を支出決算額に計上 
・支出の部  4,637,630 円をクラブ基金に繰入 
・本日の例会にて説明、会員の承認 

 ※新潟 RC 細則第 4 条 11 節「クラブ年次財務報告書は年度終了後 5 か月以内に、すべての財務処理につい

て監査役は、徹底した年次検査を行い、クラブ会員に配布され承認を得る。」 
2，現況報告書、定款の件 石川治壱会長より説明※別紙参照⇒10 月理事会にて再度起案 
 10 月 25 日のガバナー公式訪問の際、配布する現況報告書について説明 
 昨年度の現況報告書には、2019 年 7 月発行の内容が記載されているが、規定審議会での決定事項を踏ま

えて本年度は内容を反映させる予定 
 標準ロータリークラブ定款 
大きな変更箇所は、第 7 条 3 節「理事会の議事録に関して、全会員が入手できる期日が 60 日から 30 日に

変更」、第 13 条第 2 節「会員身についての自動的終結」箇所 
 新潟RC 細則 
メークアップの算出方法に関して、第 5 条第１節（g）には、「例会前後の 14 日以内で運用し毎月の出席

報告とする」という項目は、現状行っておらず年度内にて加算している為、変更（削除）したい。また、

この項目は以前変更したが文面上残ってしまった内容であるとの認識 
⇒変更（削除）自体に問題は無いが、いつ、どのような経緯で変更されたか明確にすべきとの理事からの

意見⇒要調査し 10 月の理事会にて報告 
また、細則変更に関しては、第 17 条「改訂」の記述にて、「21 日前に各会員 
への書面通知後、会員の 2/3 の変更支持が必要」とある為、ロータリー情報委員会での確認後、10 月の第

一例会時に上記の手続きにて変更予定 
3，2023～2024 年度長期交換学生（1 年）短期交換留学生募集の件⇒承認 
 青少交換委員会経由で、会員各位に案内 
4，旧新潟市 7 ロータリークラブ野球大会の件⇒承認 
 10 月２日開催の大会参加費（４万円）及び、昼食代に関しては、予算「その他の親睦活動補助金 350,000
円」から支出する 

 10 月 2 日に関しては、参加者（選手、及び応援）に関しては、メークアップ対象とする 
5，その他 
 ・職業奉仕委員会事業計画案 桒原美樹理事から説明⇒承認 

1， 職場訪問（案） 
県央基幹病院見学、スノーピーク施設見学（山井会長からお話を伺う予定） 
時期は地区大会終了後 11 月下旬頃を予定 
会費、人数などは調整中 

2， セミナー・講演 
講師：リハブ土田 土田昌一院長（脳神経外科） 
時期は未定だが、月曜日か金曜日の午後のみ、スケジュール調整が出来ない為 
例会とは別日で設定予定。時間は 17：00 頃から 1 時間程度 

3， 出前授業 
新潟明訓高校または、青陵大学で検討中（※両校の場合もあり）時期は未定 

   新潟RC 地区役員の地区大会参加費の件 石川治壱会長より説明⇒承認 
・今回の地区大会は、会場の都合上、参加者をある程度指定している。会費徴収の都合上（全体の予算

計上）、他クラブからの参加者が予定数に満たない場合は、新潟 RC の地区幹事の中から参加を依頼し

なければならない状況が想定される。その際に会員自己負担ではなく、本年度予算計上しているクラブ

運営費（地区大会分）1,600,000 円からの捻出を提案 
 ・地区大会記念ゴルフ大会の件 若槻良宏理事より説明⇒承認 
９月２７日開催の地区大会記念ゴルフ大会に関して、参加人数の都合上、新潟クラブからの参加者は、翌

日の９月２８日に変更頂いたが、９月２７日はホストクラブとして運営のお手伝いを、ゴルフ同好会中心

にお願いをしている。その為、９月２７日に運営のお手伝いを頂いた方々はメークアップ扱いとさせて頂

きたい。 


