
２０２０年６月１８日 第１７１０回 例会 

司会ＳＡＡ 坂内 隆徳 さん

★本日の出席者  ５５名中３３名（欠席２２名） 

 

★先回の出席率  ５８．１８％ 

 

★点 鐘  

 

★会 歌     四つのテスト 

 

★お食事 

 

★会長挨拶               会長  渡辺 雅志さん 

こんにちは。来週は最終夜例会ですので、普通の例会は今回が最後になりま

す。今年度の後半は新型コロナウイルスの影響もあって、何もしなかったみたいで…。

皆様、また、特に理事の皆様には、例会が無いなかでも理事会にご参加いただき、

本当にありがとうございました。この 7 月からは石黒さんがしっかりやってくれると思

いますので、引き続きよろしくお願いします。 

先週の土曜日、ホテルオークラ新潟で、地区の米山記念奨学会新旧引継会

が開催され、出席して参りました。そのなかでお話しを伺っておりましたら、何年も

関わっていらっしゃる方が「このような引継会は初めてだ」と仰っておられました。通

常の引継会だと直ぐに懇親会になり、分からなくなるほど「飲んだくれ」になるそう

ですが、今回は 2 時間、真剣に引継ぎをしておられて、その熱い思いは、「米山記

念奨学生に選ばれるということは、その人の人生が約束されたようです。単に奨学

金を支給してもらえるだけでなく、たくさんの繋がりを得て、その人達の人生を大き

く変えることになるのだから、真剣にやらなければいけない」という言葉にも表れてい

ました。長岡西ＲＣは、ロータリー財団も米山記念奨学会の寄付金額が、いつも

上位です。本当に、ありがとうございます。そういったなかで、今回、新型コロナウイ

ルスの事情もあるかと思うのですが、燕ＲＣのクラブ会長が勝手に決めた感もあ

るのですが、「今期に限っては米山奨学会の寄付に協力をしません」という声明

（ http://www.rid2560niigata.jp/district2560/rc26?type=info2&ps=1045

9）を出し、今回の引継会のなかでも対応に困っていらっしゃる様子が伺えました。

これは、「今期」とのことであることから、「この 6 月で終わり、来期から元通りになっ

てくれると良いのだけれども」といったことや、「現時点で燕ＲＣには米山奨学生が

いるのに、その人がどう思うのか」といった話もでていましたし、聞くところによると、

燕ＲＣは、当クラブよりも市内の小学校・幼稚園などに米山奨学生を派遣する

などの交流も積極的におこなっていたようです。当クラブでも、東日本大震災発災

のころに、『ロータリーの友』に「今は外国人よりも日本人のために、何かするべきじ

ゃないですか」といった投稿をした方がおられますが、そのときは、「日本人のために」

というのは、それはそれでおこなうべきものであって、あくまで、この米山記念奨学会

は米山記念奨学事業をおこなうべきものだ、という話になっていたと記憶していま

す。新型コロナウイルスの影響で、皆さん大変な思いをしており、そのなかからご寄

付いただき、本当にありがたい浄財です。来期から、私は地区の米山記念奨学

委員会の選考委員に就くことになりましたが、現状として成績重視で選んでいくと

中華人民共和国出身者が多くなるようですので、将来的に日本と懸け橋になっ

て、日本のためになるような人を選んで行きたいと思った引継会でした。 

今日は、この後も臨時年次総会があり、忙しいかと思います。来週の最終例

会で、最後の挨拶をしたいと思います。ありがとうございます。 

 

★幹事報告               幹事  西方 太地さん 

・本日の理事会について、報告いたします。 

  石黒会長エレクトから、新年度の方針についてご報告がありました。新年度

の役員の追加として、理事・副会長・会長ノミニーとして、中村和文さんを候補

者に決定したこと、また、その他の理事の追加についてもご報告がありました。こ

の後の臨時年次総会にて、皆様からのご承認をいただくことになります。 

・例年、当クラブが支援していた『越後みしま 竹あかり街道』のイベントが、今年

は中止になるとの連絡がありました。 

 

★ニコニコ情報 

・笹川正子さん 

 「皆様、お久しぶりです。私事でございますが、この冬から始めたインスタグラムの

フォロアー数が、この 6 月初めに 1 万人を超えました。また、インスタグラムでは

「１７Live（イチナナライブ）」というものがあります。この「１７Live」は「投げ

銭システム」というものがあり、とても面白いマーケティング手法だと思います。自

分自身も、ここでライブ配信をしているのですが、今回、公式ライバーに選ばれま

した。」 

 

★臨時年次総会          進行： 会長 渡辺 雅史さん 

 これより、臨時年次総会を開催します。 

 それでは、石黒会長エレクト、よろしくお願いします。 

・石黒 俊之 会長エレクト 

 【議案１】クラブ定款の誤字修正と補則の追記について 

ＲＩの規定審議会において標準クラブ定款が改訂されたことに伴 

い、当クラブの定款については、２０１９年１２月５日（木）開催 

の理事会でご審議いただき、同日の年次総会においてご承認をいた 

だいておりました。しかし、クラブ標準定款第 19 条によると、ク 

ラブ定款の第２条「名称」および第４条「クラブの所在地」を変え 

る場合には、その承認決議をおこなう例会の少なくとも２１日前に、 

クラブの各会員だけでなく、ガバナーにも改正案の通告を郵送でお 

こない、さらに、その定款はＲＩ理事会に提出され承認されて初め 

て効力が発することとあり、第２条の条項を改正するための必要な 

条件を満たしていないことが判明したため、今回、第２条の追記の 

経緯は記録から削除し、第１１条第５節(a)のなかの誤字について 

も修正したうえで、改めて、当クラブの定款としてご承認いただき 

たく存じます。 

【質疑】 無し。 

【採決】 拍手により承認された。 

 

 【議案２】クラブ細則の改正について 

① 例会の開催（取りやめを含む）については、理事会の決議によって

調整できることとする規定について。（第５条第２節第２項） 

② 理事会での議案に対して、事前に理事の全員が同意の意思表示を

示した場合には、理事会を開催し議決することを割愛できることにつ

いて。また、理事会の決議について、それを記載した議事録に異議

の意思表示をしない場合は、その決議に賛成したとみなすことについ

て。（同条第３節第２項および第３項）、 

③ 会費の額を２１万円にすることについて。（第６条第１項） 



④ クラブ内の採決において、書面にて意思表示をすることと、 

クラブの正会員に委任することを認めることについて。また、理事会の

議決において、特別な利害関係のある理事は議決に参加できなくこ

とについて。（第７条第２項および第３項）、 

【質疑】 無し。 

【採決】 拍手により承認された。 

 

 【報告１】慶弔規定の改正について 

  慶弔規程については、「子女」を「子」に表現を改めることと、緊 

  急性があるが理事会の開催が難しい場合、会長、副会長、幹事、会 

計の６名のうちの３名の承認を得て、上限１万円まで支出すること 

ができるとした改正案が、本日開催の渡辺会長年度の理事会で決議 

されましたので、ご報告いたします。 

 

 【議案３】新年度の理事の追加及び変更について 

① 会長ノミニーとして中村和文さんを記載したこと。 

② 新年度において、直前会計として会計 2 人のうちの１名であった中村

和文さんが副会長（会長ノミニー）に就かれるため、桜井幹事が会

計を兼任すること。 

③ 副幹事に予定していた荒木太一さんが業務上の都合で退会になるた

め、その後任に長谷川 繁さんが就き、クラブ会計監査委員と兼任す

ること。 

④ 新たに理事として、桜井カツエさん、棚橋秀史さん、星野昌弘さん、

長谷川啓一さん、渡辺 恵さんを加えること。 

⑤ 新年度の理事会は、１９名の理事で構成すること。 

【質疑】 無し。 

【採決】 拍手により承認された。 

 

 【議案 4】新年度に関して 

  １） クラブ運営方針について 

２） クラブ組織図と、各会員の所属委員会について 

３） 年間行事計画（予定）について 

４） 年次収支予算について 

    【質疑】 無し。 

【採決】 拍手により承認された。 

 

 是非、皆さんからのいろんなお声がけをしていただき、また、いろんな発想を

聞かせていただき、そのなかで長岡西ＲＣの活動をおこなえたらいいなと思い

ます。ありがとうございました。 

 

 以上で臨時年次総会を終わります。 

 

★点 鐘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲理事会 報告 

 （正午より長岡ベルナール 2 階ロビーにて） 

・クラブ定款、クラブ細則、慶弔規定について 

新年度の会長ノミニーについて、理事の追加について 

新年度の方針について 

  理事会にて承認され、同日の臨時年次総会にて決議をおこなう。 

・充填及び未充填職業分類表の変更について 

  承認。 

・カウンセラーの交代について 

  新年度の米山奨学生イエンさんのカウンセラーについては、前回の理事会で

渡辺雅志さんに決まったが、地区の米山記念奨学委員会の委員との兼任

ができないとのことから、西方太地さんがカウンセラーになることが承認された。 

 

 

 

 

▲２０２０－２１年度 第１回理事予定者会 報告 

 （２０２０年６月１５日（月）付けで、書面表決） 

・新年度のクラブ運営方針、年間行事計画表（予定）、年次収支予算につい

て 

 承認された。（その後、臨時年次総会にて承認された。） 

 

 

 

 

▲２０２０－２１年度 第２回理事予定者会 報告 

 （２０２０年６月２５日（木）付けで書面表決） 

・書面会長会への議案承認書の提出について 

 地区経費予算についての当クラブの議案承認書は承認された。 

・７／１６（木）の納涼夜例会について 

 フェローシップ委員長より、開催概要が示され承認された。 

 

 

 

 

❤２０２０年６月２５日（木） 

第１７１１回例会 報告 

「渡辺会長年度最終夜例会」 

会場： 長岡ベルナール １８：００～ 

ＳＡＡ 坂内 隆徳さん 

親 睦 善財 康行さん  大谷内 治さん 

 



☆ 点 鐘 

☆ 会 歌  我等の生業 

☆ 会長挨拶                  渡辺 雅志さん 

☆ お客様紹介                 善財 康行さん 

☆ ニコニコ情報 

・渡辺 雅志 会長より、「後半は新型コロナウイルスで何もできな 

 いようなロータリーになってしまいましたが、今年度はＩＭもあっ 

 て、すべて皆様のチカラでやってきた一年間でした。ありがとうご 

 ざいました。」 

 ・西方 太地 幹事より、「１年間お世話になりました。至らぬ点も 

  多々あったかと存じますが、最後まで務めさせていただいたのも皆 

  様のおかげです。ありがとうございました。」 

 ・青木 省一さんより、「本年度の第５分区ガバナー補佐を務めさせ 

  ていただきました。クラブの皆様のご協力・ご支援、大変ありがと 

  うございました。後半は、新型コロナウイルスで、ほぼ何もできな 

  い状況でしたが、とりあえず任期を終えることができました。」 

 ・石黒 俊之さんより、「さい花では、『2020 夏の贈り物』として、 

  トロピカル南国をイメージした商品をご用意しております。その他 

  にも、お盆用の商品もご用意しておりますので、どうぞご利用くだ 

  さい。」 

 ・田中 利孝さんより、「９年間、ありがとうございました。」 

 ・荒木 太一さんより、「細貝建築事務所は、技術強化に取り組んで  

 おります。このたび、社命により技術部門に専心するため、退会さ 

 せていただくことになりました。弊社社長 細貝宏典からも、『先 

 代の細貝良典会長が、チャーターメンバーであり会長も経験させて 

 いただき、たいへんお世話になりました。そういった貴クラブ様に、 

 私自身にも思いもあり、今後の世代交代が軌道に乗りました折には、 

 お許しいただけるのであれば、再入会をお願いしたいと思っており 

 ます。』という言葉を預かって参りました。皆様、大変お世話にな 

 りました。 

 ・善財 康行さんより、「新潟県の、新型コロナウイルス感染拡大防 

  止対策推進支援金（三密対策支援金）の申請が６月末より始まりま 

  す。対象経費項目は、飛沫感染防止パネル、自動手指消毒機、空気 

清浄機、非接触体温計などがあります。詳細は、県ＨＰに記載され 

ていますので、ご利用ください。これに伴い、（株）さい花様から 

もご依頼をいただきました。」 

 

☆ 退会のご挨拶 

  

 

 

 

 

 

 

 

 田中 利孝さん        荒木 太一さん 

☆ 点 鐘 

 

☆ 懇親会 

【乾 杯】            【米山奨学生の挨拶】 

  

     相田 東洋雄さん      ドアン ハイ イエンさん 

 

 

 【花束贈呈】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   左から、第５分区ガバナー補佐の青木 省一さん、プレゼンター 

  のイエンさん、会長の渡辺 雅志さん、幹事の西方 太地さん 

 

 【中締】 次年度クラブ会長 石黒 俊之さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✿ 本日のメニュー（７月２日） 

グリーンサラダ 

牛ロース重 

ズッキーニの漬け物 

長茄子と油揚げのお味噌汁 （小麦） 

アンデスメロン 

次回例会 ７月９日（木） 

クラブ協議会 

 


