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第 2,213 回
2021・10 月 28 日

本日の例会案内（10 月 28 日）
卓話 『豪農伊藤家の千町歩地主への道』
〈心の御馳走を求めて〉
一般財団法人 北方文化博物館
専務理事 佐藤 隆男 氏

第 2211 回 2021 年 10 月 14 日例会報告
点 鐘
会長挨拶
皆様こんにちは。感染者数も減少傾向になり、
また 11 日は 104 日ぶりに感染者数ゼロとなり
ました。よって今後は通常の例会開催でいける
のではないかと期待しています。先週は月見例
会を開催し感染症対策を十分に行いました。高
木親睦委員長はじめ親睦委員会の皆様ありがと
うございました。
また来週の土曜日 23 日は天使園にて社会奉仕
事業を行います。岡田社会奉仕委員長と先方と
で感染対策を含めた打合せを進めております。
施設側の要望で子ども達との交流はできません
が、施設の屋外清掃をはじめ短時間で段取り良
く進める計画ですので継続事業となるように皆
様の参加をお願いします。
そして天使園には地区補助金を活用して、大型
の空気清浄機 2 台を寄贈します。施設側からの
要望もあり、地区補助金を活用して寄贈するこ
とにしました。機器には新潟西ロータリークラ
ブ寄贈の名前入りにしておりますので施設側に
もアピールできることと思います。
本日はひと月ぶりの卓話です。新潟アルビレッ
クス中野社長には、卓話からスタジアム応援と
何度も延期になりご迷惑おかけしてますが、本
日ようやくお越しいただくことができました。
後程よろしくお願いします。以上簡単ですが、
挨拶とさせていただきます。
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・設立記念日お祝い品の贈呈 高木親睦委員長
10 月お誕生日お祝い
19 日 渡辺要一君
25 日 小林 治君
10 月設立記念日お祝い
5 日 後藤克洋君
21 日 馬場伸行君
会長指名委員会 中郡委員長
10 月 21 日 会長指名委員会開催について
ロータリー財団委員会 小林幹事
森田雅巳君、野田誠記君からそれぞれ＄100 い
ただきました。
米山奨学委員会 吉村（美）副委員長
神林義則君、稲葉忠克君、柳原大輝君、吉村鳳
一君、中山雄二君、大澤 力君、三浦英敏君、
森田雅巳君、片野 勉君、野田誠記君、田村
修君から 1 万円いただきました。
ニコニコボックス紹介 柳原委員
中山雄二君 中野社長、今日はよろしく御願い
します。きのうの夜のご縁に感謝です。
馬場伸行君 お祝ありがとうございます。
後藤克洋君 開業 43 年、今年 44 年目を迎えら
れたのもロータリークラブそして西 RC 皆様の
お蔭と感謝しています。皆様、これからも沢山
お金を使って、お偉くなって下さい。ありがと
うございます。
株式会社 新潟アルビレックス
代表取締役社長 中野幸夫様より卓話謝礼を
ご寄付いただきました。
ニコニコ BOX 総計 150,000 円

本日の卓話者紹介 後藤プログラム委員長
卓話
『アルビレックス新潟の今！！』
株式会社 新潟アルビレックス
代表取締役社長 中野 幸夫

氏
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第 2212 回 2021 年 10 月 21 日例会報告
点 鐘
会長挨拶
皆様こんにちは。先週より、ようやく通常例会
開催となりました。感染者数も新潟市では連日
一桁台となり一安心といった感じです。また、
世間では 31 日開票に向けて国政選挙モード突
入といった感じです。
一方、通常の生活を見ると物価上昇が一番身近
なことではないでしょうか。食料品やガソリン
などすべてがかなりの幅で価格上昇していま
す。それに伴い皆様の仕事にも直接また間接的
に影響が出ているのではないでしょうか。私の
業界は主に金属屋根で鋼板（鉄）を扱うのです
が 6 月頃より毎月鋼板価格が上がり、今では今
年春の価格の 3 割増しとなっています。更にま
だ上がる予測です。また納期も通常 1 か月程度
だったものが 3 か月から 4 か月かかっています。
原因はいくつかあるのですが、大きな要因とし
て世界的に経済が回復し途上国などもインフラ
整備が加速しており鉄鉱石等の原料争奪戦と
なっていることや、日本のコンテナ船不足によ
り船便が手当できない状況だそうです。30 年
以上この業種に携わっていますが、今までは価
格が上がっても数パーセント程度でしたが、一
度に 30％も上がるのは経験したことがありま
せん。もはや価格交渉は不可能で納期優先での
注文になっています。今現在も 3 か月前にオー
ダーした材料が入荷せずに進まない工事も多々
ある状況です。今後もどのようになるか全く予
想できないこのごろです。
本日の講師は C ｓキッチン代表 佐藤千裕さま
です。後程よろしくお願いします。
以上で挨拶とさせていただきます。
伝達
米山記念奨学会 第 1 回米山功労者
感謝状 森田雅巳君
公共イメージ向上委員会 諏佐委員長
ロータリーの友の紹介（毎月第二例会）
米山奨学委員会 吉村（美）副委員長
加地正樹君から 1 万円いただきました。
社会奉仕委員会 岡田委員長
10 月 23 日天使園清掃活動について
卓話
『農業・福祉・食の「おいしい循環」を創る！
rucoto プロジェクトの取り組みと
私たちの想い』
C's キッチン代表 佐藤 千裕 氏
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2021 年 10 月 23 日 児童養護施設「新潟天
使園」清掃活動を行いました。

