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第 2201 回　2021 年 7 月 15 日例会報告
点　鐘
会長挨拶
みなさんこんにちは。例年より 10 日くらい早い梅雨明け
となりました。長い夏となりそうです。皆さん体調管理
には十分気を付けてください。
今日は感染症にまつわる、先週の出来事をお話しさせて
いただきます。先週金曜日に弊社の若手従業員（年齢 20
代前半）が新規感染者の濃厚接触者であることが判明し
たのですが、幸い陰性でした。少し経緯を説明しますが、
若い社員は前の週末にサッカーチームに所属していて
サッカーの試合をしたそうです。そのチームの中に 1 名
新規感染者が発見されたため、保健所より濃厚接触者で
ある通知がきました。通知のきたのが木曜日で早速連絡
を受け翌金曜日は自宅待機としその日に PCR 検査となり
土曜日に陰性と結果が出ました。30 名中 4 名が陽性だっ
たそうです。
ここで問題は、会社としては陽性だった場合に全員濃厚
接触者となるため、関係各社への通達準備、現在進行中
の工事現場への対応、特に工期の厳しい現場はせいぜい
1 両日休業の猶予しか与えてもらえないので、代替え人
員の確保と工事内容の引継ぎ、翌週にスタート予定の工
事延期等ほぼ無理であろうと思われる対応が待ち受けて
いた事でした。幸い陰性でしたので事なきを得ましたが、
陽性だった場合、2 週間待機と用意不可能な代替え人員
の確保など中小企業のこうむるリスクを考えさせられた
週末となりました。やはり、第一に感染予防が大事なん
だと実感しました。あらためてマスク着用や手洗いうが
い、大人数の場所は避ける、弊社は数人で車移動が多い
ので、マスク着用と車内の空気の入れ替えと密を減らす
あらゆる分散した人員移動手段と人員配置を徹底するこ
とにしました。とにかく万一陽性者が出ても半数以上が
感染しなければ何とかなることに気付きました。また、
本年度会長職である私自ら感染したとなると、これまた
大変な話になるので私自身も感染予防を徹底したいと思
います。なので大勢の 2 次会はご遠慮させていただきま
す。皆様もあらためて考えてみてはいかがでしょうか。
実体験をもとにお話しさせていただきました。ロータリー
においても新潟市内各クラブはいまだ誰も感染したとは

聞きません。やはり例会時の感染症対策に万全を期し
ている結果なのかと思います。引き続き注意して参り
ましょう。
本日の講師はおなじみの伊藤充先生による卓話です。歴
史好きの私としては毎回楽しみにしております。もちろ
ん先生の著書である県民性の歴史、県民性の人物史は何
度も読み返しています。後程よろしくお願いします。以
上挨拶とさせていただきます。

伝達
・米山奨学寄付感謝状・ピンバッチ
　米山功労者第 10 回メジャードナー  野田誠記君
公共イメージ向上委員会　斎藤委員長
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
野田誠記君から＄100 いただきました。
米山奨学委員会　吉村（美）副委員長
野田誠記君から 1 万円いただきました。
ニコニコボックス紹介　神林委員
田中壮一君　森田会長、小林幹事一年間お世話になります。

ニコニコ BOX 総計 75,000 円

幹事報告　小林幹事
・本日例会後理事役員会を 4F「白鳥の間」で開催
　いたします。
・新発田 RC からの講演会開催のチラシについて。
・7 月 29 日夕日例会の出欠連絡のお願いについて。

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 2201 回　2021 年 7 月 15 日例会報告

7/15
会員数 出席者数 欠席者数 出席率
40（39）名 27名 12名 69.23％

7/1
メークアップを
含む出席者

メークアップ後
欠席者数

メークアップ後
出席率 月出席率

30名 7名 81.08％

本日の例会案内（8 月 19 日）
卓話　『花火の魅力』
　　新潟煙火工業　代表取締役　小泉　欽一氏



第 2202 回　2021 年 7 月 29 日夕日例会報告
於 ホテルオークラ新潟

7/29
会員数 出席者数 欠席者数 出席率
40（39）名 20名 19名 51.28％

7/8
メークアップを
含む出席者

メークアップ後
欠席者数

メークアップ後
出席率 月出席率

26名 12名 68.42％

第 2203 回　2021 年 8 月 5 日例会報告
点　鐘
会長挨拶
みなさんこんにちは。先週の夕日例会はあいにくの天候
で屋内での開催となりましたが、久しぶりの夜例会でよ
かったと思います。高木委員長はじめ親睦委員会の皆さ
ん設営ありがとうございました。
現在オリンピック開催中でメダルラッシュに盛り上がっ
ている一方、感染症も第 5 波といえるくらい増えていま
す。クラブの例会も感染症の様子を見ながら開催方法を
検討していきたいと考えています。
また連日猛暑日となって皆さん体調管理には気を付けて
ください。私は商売が屋根工事なので日々猛暑との闘い
です。金属屋根の表面温度は 70℃を超えて腰の高さで
50℃なので想像を絶する暑さです。これは慣れるしかあ
りません。この時期は 20 分ごとに休憩し塩分水分の補給
でなんとかしのいでいます。
ロータリーに関してですが、今月は会員増強月間となっ
ています。先日配信した新入会員候補者情報の提供を重
ねてメンバーの皆さんにお願いします。どうかちょっと
した心当たりのある方で結構ですのでお願いします。
前回例会で入手した「新潟県県民性の民俗史」を少し読
み進めている最中ですが、早速印象的だったことを紹介
したいと思います。31P にある「新潟県で開かれた講演
会では講演後に質問する人などいないことが多い」とあ
りますが、以前に私が所属する業界団体で講演会の設営
を任された時の話を実例として話すと、その時もやはり
講演中は静まり返って反応が鈍く、質問も出ませんでし
た。終了後、講師の方に説明したのは、「悪気はなくてしっ
かり聴いています。県民性なんです」と言って納得して
もらった経験があります。これに似た例である海外のプ
ロレスラーも著書の中で、「九州や関西での試合は最初か
ら観客もヒートアップしてやりやすいが、北へ行くほど
観客の反応が鈍く東北の会場はシーンとしてやりにくい。
かといってきちんと技を決めると拍手がおこるので真剣
に見ているのだ」と書かれていました。ですが、今の時
代はこちらから発信していかないと置いて行かれる時代
ですので、そろそろ私含め新潟県民も引っ込み思案なと
ころは改善していかなくてはと思う次第です。本日は 15
日に続き伊藤先生の卓話となっています。後程よろしく
お願いします。

米山奨学生に奨学金の贈呈
扎蘇那（チャスナ）さん　挨拶
誕生・設立記念日お祝いの品の贈呈 高木親睦委員長
8 月お誕生日お祝い
15 日　中郡正和君
8 月設立記念日お祝い
  1 日　青池秀夫君
  1 日　三浦英敏君
  1 日　大澤　力君
  1 日　諏佐　渉君
25 日　高橋治孝君

100％出席バッチの贈呈　草野出席委員長
  1 年　小林千鶴君
  2 年　太田　敦君
  4 年　森田雅巳君
  4 年　後藤克洋君
  6 年　高木豊隆君
  7 年　中山雄二君
  9 年　中村文彦君
  9 年　中郡正和君
13 年　吉村鳳一君
34 年　大野康則君
ロータリー財団委員会　新澤委員
森田雅巳君、大澤　力君からそれぞれ＄100 いただきま
した。
米山奨学委員会　新澤委員
森田雅巳君、田村　修君からそれぞれ 1 万円いただきま
した。
ニコニコボックス紹介　太田委員
中郡正和君　100％バッチ頂いて、誕生日お祝い頂いて
ありがとうございます。
太田　敦君　100％出席バッチありがとうございます。
頑張って西 RC でも出席します ! 皆様よろしくお願いし
ます。
森田雅巳君　100％バッチありがとうございます。
高木豊隆君　100％バッチありがとうございます。
中山雄二君　100％バッチありがとうございました。
吉村鳳一君　100％バッチ頂きましてありがとうござい
ます。今後とも宜しくお願いします。
三浦英敏君　設立祝いありがとうございます。
大澤　力君　会社設立祝いありがとうございます。
青池秀夫君　会社設立記念のお祝いを有難うございます。
大野康則君　100％バッチ有難う。

ニコニコ BOX 総計 102,000 円

幹事報告　新澤副幹事
・今月のロータリーレートは 1 ドル 110 円です。
・次回例会は盆休会です。

森田会長報告
・ガバナーノミニー発表　三条北 RC 米山忠敏君
・ロータリー奉仕デーが 6 月 18 日に決定。

卓話
　『新潟県　県民性の歴史と民俗②』
　　　新潟青陵大学　福祉心理学部　
　　　　　　　　　　　　　　　特任教授　伊藤　充 氏

第 2203 回　2021 年 8 月 5 日例会報告

8/5
会員数 出席者数 欠席者数 出席率
40（38）名 22名 16名 57.89％

7/15
メークアップを
含む出席者

メークアップ後
欠席者数

メークアップ後
出席率 月出席率

27名 12名 69.23％


