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本日の例会案内
（7 月 15 日）
卓話
『新潟県 県民性の歴史と民俗①』
新潟青陵大学
福祉心理学部 特任教授 伊藤

充氏

第 2199 回 2021 年 7 月 1 日例会報告
点 鐘
会長挨拶
皆様こんにちは。いよいよ新年度がスタートしました。ま
た 7 月 1 日という区切りの良い日となりました。1 年間ど
うぞよろしくお願いします。年度最初なので、本年度の地
区運営方針について話をさせていただきます。
本年度は「ロータリーを学びロータリーを広げよう」をテー
マとし、特に重点目標として、先日卓話でも紹介した RLI
（ロータリーリーダーシップ研究会）の定着による真のロー
タリアン育成、そしてロータリー活動の認知度を向上する
取り組みとして、広報活動の強化や地域の皆様にも参加い
ただけるロータリー奉仕デーの開催 これはメンバー総出
で海岸清掃を予定しているそうです。地区方針である「ロー
タリーを学びロータリーを広げよう」について我がクラブ
では、継続事業として児童福祉施設天使園への社会奉仕活
動をはじめ、新潟ユニバーサルスポーツ文化推進協会との
交流を通してロータリー活動の認知度向上につなげたいと
思います。
新年度の話に戻りますが、わが社にも今年新年度 4 月に 1
名の新卒社員が入社してきました。数年前と違い、近年は
特に中小企業において若手の募集に苦しむ企業が多いので
はないかと思います。うちの会社も人気の無い職種のため
か、同じく若手社員の確保に苦しんでいます。クラブにお
いても活性化や将来を考える時、やはり会員拡大が最重要
となります。新入会員は毎年数名の入会はあるものの、会
員数は横ばいの状態が続いています。やはりクラブにおい
ても会員増強に苦しむ時代となっている証拠です。これに
は継続した会員増強活動が必要であり、全員の意識が会員
増強に向くことがなにより必要です。まずは新年度にあた
り私自身も会員増強に力を入れることを決意し、また皆様
にもご協力をお願いし年度最初の挨拶とさせていただきま
す。本日はクラブフォーラムとなっています。委員長の皆
様には委員会方針の発表をよろしくお願いします。
親睦活動委員会 高木委員長
8 月 29 日 夕日例会について
ロータリー財団委員会 姉崎委員長
森田雅巳君から＄100 いただきました。

米山奨学委員会 谷合委員長
三浦英敏君、大澤 力君、田村 修君、森田雅巳君からそ
れぞれ 1 万円いただきました。
ニコニコボックス紹介 諏佐委員
森田雅巳君 皆様 1 年間よろしくお願いします。
小林千鶴君 本日より、森田年度になります、どうぞよろ
しくお願いします。また、皆様のご協力を賜りますよう重
ねてお願い申し上げます。
青池秀夫君 森田会長、小林幹事一年間ご苦労様です。
よろしくお願い致します。
馬場伸行君 森田年度頑張って下さい。本年度もよろしく。
片野 勉君 森田会長、小林幹事の年度スタートを祝して！
加地正樹君 森田会長、小林幹事 1 年間頑張って下さい。
田村 修君 森田会長、小林幹事 1 年間身体に気をつけて
頑張って下さい。先週忘れてました。中村前会長、今野前
幹事大変ご苦労様でした。
鈴木賢一君 森田幹事、小林幹事 1 年間がんばってって下
さい !
吉村鳳一君 森田会長、千鶴幹事お疲れ様です。楽しい 1
年にしましょう！
中山雄二君 森田会長、小林幹事 1 年間がんばって下さい。
中郡正和君 森田会長、小林（千）幹事一年間宜しくお願
いします。
中村文彦君 森田会長、小林幹事一年間、よろしくお願い
します。
大澤 力君 森田会長、小林（千）幹事一年よろしくお願
いします。
岡田亮一君 森田会長、小林幹事がんばって下さい。
長谷川英郁君 森田会長、小林幹事、1 年間宜しくお願い
致します。誕生日祝い、ありがとうございます。
今野克久君 森田会長、小林幹事一年間がんばって下さい。
宜しくお願い致します。
高木豊隆君 森田会長、小林幹事 1 年間よろしくお願い致
します。
新澤 功君 森田会長、小林幹事一年間よろしくお願いし
ます。
谷合伸郷君 森田会長、小林幹事 1 年間よろしくお願い致
します。
稲葉忠克君 森田会長、小林幹事一年間よろしくお願いし
ます。
姉崎 健君 森田会長、小林幹事 1 年間よろしくお願いし
ます。
神林義則君 森田会長、小林幹事一年間よろしくお願いし
ます。
諏佐 渉君 森田会長、小林幹事 1 年間よろしくお願いし
ます。
柳原大輝君 森田会長、小林幹事 1 年間楽しく西 RC を引っ

ぱってください。

が、よろしくお願いします。

ニコニコ BOX 総計 48,000 円
幹事報告 小林幹事
・本日の現・次慰労・激励会は 18：30 開会、割烹岡
田さんです。
卓話に変えて
『クラブフォーラム①開催』
所信表明 森田会長 小林幹事
新年度活動発表
SAA
鈴木賢一君
クラブ奉仕委員長
中郡正和君
クラブ運営委員長
加地正樹君
職業分類・会員選考
加地正樹君
出席副委員長
草野隆太君
ロータリー情報、
クラブ研修リーダー副委員長 青池秀夫君
会員維持・増強委員長
三浦英敏君
プログラム委員長
後藤克洋君
親睦活動委員長
高木豊隆君
公共イメージ向上委員長 諏佐 渉君
米山奨学委員長
谷合伸郷君
青少年奉仕委員長
神林義則君
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おお た

会員数

出席者数

欠席者数

出席率

39（37）名

30 名

7名

81.08％

25 名

12 名

67.57％

メークアップを メークアップ後 メークアップ後
含む出席者
欠席者数
出席率

ビジター紹介 山木委員
大阪北梅田 RC…1 名
新潟万代 RC…1 名
ビジターへの謝辞
米山奨学生に奨学金の贈呈
扎蘇那（チャスナ）さん 挨拶
新会員紹介
㈱プロメディア新潟

月出席率

第 2200 回 2021 年 7 月 8 日例会報告
点 鐘
会長挨拶
みなさんこんにちは。今日は新入会員の太田さん、米山奨
学生の扎蘇那さんが例会初参加です。ようこそ西クラブへ
よろしくお願いします。
先週から新年度がスタートした訳ですが、会長になる準備
段階から現在もロータリーに関する書籍をずいぶん読み
漁ってます。ロータリーの知識を深めるというよりも会長
挨拶のネタ探しの側面が強くなってきました。今日はある
書籍にあった中でロータリークラブのクラブという言葉の
由来について紹介したいと思います。クラブという言葉に
ついては、有名な文豪ウイリアム・シェイクスピアによっ
て造られたそうです。最初彼は名もない駆け出しでしたが、
次第に有名になり、有名になればなるほど周囲に人が群れ
てきて好きなお酒もおちおち飲めない状態になります。た
まりかねた彼は居酒屋の主人にお願いして奥の一室を借り
て本当の友人だけを招いた集いの部屋を設けます。そこで
この集いを「クラブ」と命名したそうです。こうして「気
のおけない同好者の集い」を意味する「クラブ」という言
葉が誕生したそうです。因みにロータリーという名称は入
会時にも教えられましたが、例会を会員各自の事業所で順
番に開いたことから名付けられたそうです。ちなみにライ
オンズクラブのライオンは、ライオンは群れで行動するこ
とに因んで、独りではなく集団の力で行動するという由来
からライオンズだそうです。今日はロータリークラブとい
う名称についてお話させていただきました。
また本日例会初参加の太田さんは南クラブから移籍してこ
られたそうです。 米山奨学生の扎蘇那（チャスナ）さ
んも例会初参加となります。扎蘇那さんは日本が長いだけ
あって、私より日本語がお上手です。このあと挨拶あると
思うので驚かれる事と思います。
本日はクラブフォーラム最終となっております。5 つの委
員会の発表ですので、本日はスピーディな例会となります

あつし

代表取締社長 太田 敦君（紹介者 馬場伸行君）
誕生・設立記念日お祝いの品の贈呈 高木親睦委員長
7 月お誕生日お祝い
2 日 大野康則君
7 日 草野隆太君
19 日 長谷川英郁君
31 日 吉村美穂君
7 月設立記念日お祝い
1 日 熊野純一郎君
1 日 太田 敦君
10 日 渡辺要一君
公共イメージ向上委員会
ロータリーの友 7 月号紹介（毎月第二例会）
ロータリー財団委員会 姉崎委員長
吉村鳳一君から＄100 いただきました。
米山奨学委員会 吉村副委員長
吉村鳳一君から 1 万円いただきました。
ゴルフ同好会 中郡委員
ニコニコボックス紹介 柳原委員
森田雅巳君 チャスナさん太田さん、ようこそ西クラブへ。
よろしくお願いします。
太田 敦君 本日からお仲間に入れて頂きます。プロメ
ディア新潟の太田です。プロメディア新潟は 7 月が会社設
立です。皆様のご支援に感謝してニコニコします！
大野康則君 森田雅巳会長、小林千鶴幹事、御苦労様です。
よろしく御指導下さい。誕生祝を有難うございます。先週
□才になりました。
鈴木賢一君 ワクチン 1 回目打ちました。翌日の夕方少し
体がダルかったです。
（ファイザー）まだ若いことにして
おきます。
草野隆太君 誕生祝いありがとうございます。40 代が終
わっていきます。
今野克久君 太田さん宜しくお願い致します。
吉村美穂君 お誕生日お祝いありがとうございます。

ニコニコ BOX 総計 65,000 円
幹事報告 小林幹事
・7 月のロータリーレートは 1 ドル 111 円です。
・9 月 11 日移動例会「アルビレックス新潟応援ナイ
ター観戦」ご案内
卓話に変えて
『クラブフォーラム②開催』
職業奉仕委員長
吉村鳳一君
社会奉仕委員長
岡田亮一君
国際奉仕委員長
馬場伸行君
ロータリー財団委員長 姉崎 健君
クラブ戦略計画委員長 大澤 力君
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会員数

出席者数

欠席者数

出席率

40（38）名

26 名

12 名

68.42％

メークアップを メークアップ後 メークアップ後
含む出席者
欠席者数
出席率

27 名

11 名

71.05％

月出席率

