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第 2204 回　2021 年 8 月 19 日例会報告
点　鐘
会長挨拶
みなさんこんにちは。連休はいかがお過ごしだった
でしょうか。私は墓参りと連日ゴルフであっという
間に終わり、かかりつけの内科でようやく 1 回目
のワクチン接種の予約がとれました。しかし従来型
より感染力の強いデルタ株が主流となりつつあるの
で、どこまでワクチンの効果が期待できるかも不安
な状況になってきました。昨日も新潟市内だけで
48 名の感染が確認されました。今のところは 8 月
6 日付でガバナーより感染防止に関する更なるお願
いとして 2560 地区の各会長宛てに通達がありまし
た。そのまま内容を読みます。
例会開催に関してクラブとしては、他クラブと情報
交換しながら感染対策しながらの開催か、オンライ
ンに切り替えるか等開催方法を検討し皆様にお知ら
せします。
本日の卓話は新潟花火で有名な小泉さんです。私と
JC 入会同期で、学生時代はアマレスのチャンピオン
だった方です。今日は花火についてお話いただきます。
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。本日もよろしくお願いします。※感染症対
策の一環として時間をかけずにスムーズに終わらせる
必要から休憩なしで進めたいと思います。

ビジター紹介　親睦委員会　高木委員長
ビジターへの謝辞
伝達　地区米山記念奨学委員会　吉村委員長
米山記念奨学会より感謝状
公共イメージ向上委員会　諏佐委員長
ロータリーの友　8 月号紹介（毎月第二例会）
親睦委員会　高木委員長
ロータリー財団委員会　小林（千）幹事
野田誠記君、加地正樹君からそれぞれ＄100 いただ
きました。

米山奨学委員会　吉村（美）副委員長
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　小林（治）委員
柳原大輝君　8 月 12 日に法人となりました。名称
は 土地家屋調査士法人 トーセン です。皆様宜しく
お願いします。
諏佐　渉君　設立記念お祝いありがとうございます。
16 年目になります。
中村文彦君　100％出席バッチありがとうございま
す。10 年目もがんばります。

ニコニコ BOX 総計 110,000 円

本日の卓話者紹介　後藤プログラム委員長

卓話
　『花火の魅力』
　　新潟煙火工業　専務取締役　　小泉 欽一　氏

卓話者へ謝礼の贈呈　森田会長

第 2204 回　2021 年 8 月 19 日例会報告

8/19
会員数 出席者数 欠席者数 出席率
40（38）名 23名 15名 60.53％

7/29
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

25名 14名 64.10％

第 2205 回　2021 年 8 月 26 日
オンライン例会報告
点　鐘
会長挨拶
みなさんこんにちは。新潟市の感染症急拡大により、
感染防止対策では防ぎきれないとの判断から、通常
例会からオンライン（web 書面例会）開催に変更さ
せていただきました。例会の開催方法について記憶
をたどると、私の幹事時代 2020 年 3 月 5 日と 12
日が休会、3 月 19 日よりオンライン例会となり 6
月の最終例会でようやく通常開催となった記憶がよ
みがえりました。１年半くらいロータリーソングを
斉唱後、笑顔でガヤガヤの握手タイムから会長挨拶
の流れといった通常例会から遠ざかっています。こ

本日の例会案内（10 月 14 日）
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



のような方式で開催となるとは残念でなりません。
１日も早い感染症の終息を祈るばかりです。
また、日常の経済活動にも様々な支障をきたす事が
多くみられます。現在は半導体不足で車の製造が減
産となり、新車を発注しても納車は 6 ヵ月～ 1 年待
ちであり、海外に依存している製品も納期が不明な
ため生産や納品に支障が出ている品物が沢山ある状
態です。私が携わる建設業について現状を紹介した
いと思います。3 月あたりから木材の品薄と高騰で、
過去に例がない住宅の納期延滞や価格高騰が起こっ
ています。これを「ウッドショック」と呼んでいます。
私の専門職である屋根や外壁に使用される鋼板も 6
月より毎月値上がりとなっており、半年で 30％近
く鋼板の価格が上がって（来年 4 月からさらに大
幅値上げといわれています）います。また、品薄状
態も深刻で、今までは在庫品も豊富で在庫を使用す
るか色によっては発注後 1 ヶ月程度だった品物が 3
～ 4 ヵ月の納期を要するため、最近では「アイアン
ショック」と呼ばれるようになりました。鉄鉱石等
の原料が日本に回ってこない等が原因で、この状態
はしばらく続くので私共の商売は売るものがしばら
く揃わないので早めの発注をお願いしているという
現状です。人手不足（募集しても誰も集まらない将
来的な問題）と相まって「ダブルピンチ」といった
状態です。
この原材料の品薄や価格高騰の原因は、途上国も含
めた世界的な需要の高まり等いくつか理由がありま
すが、長いデフレで今や世界的に見ると先進国では
物価はそれほど高くない日本の競争力が弱まった結
果なのかもしれません。とはいえ会社存続が出来な
ければロータリー活動も出来ない訳で、これからの
経済活動や経営の舵取りも、より一層大変な時代に
突入したのではないでしょうか。また皆さんと集
まった時に様々な業種の情報や手法を参考にしたい
です。簡単ですが、挨拶とさせていただきます。

ニコニコボックス紹介　高木親睦委員長
諏佐　渉君　初めてのオンライン例会のお手伝いを
させていただきました。初めてゆえ、不手際ありま
したらお許しください。
小林千鶴君　諏佐委員長、新設ホームページでのオ
ンライン例会作業、お疲れ様でした。ニコニコさせて
いただきます。今後ともよろしくお願いいたします。

ニコニコ BOX 総計 114,000 円

卓話
　『会員増強・新クラブ結成推進月間のリソース』

第 2205 回　2021 年 8 月 26 日
オンライン例会報告

8/26
会員数 出席者数 欠席者数 出席率
40（38）名 31名 7名 81.58％

8/5
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

23名 15名 60.53％

第 2206 回　2021 年 9 月 2 日
オンライン例会報告
点　鐘
会長挨拶
皆様こんにちは。先日の理事会にて、9 月の例会は
すべてオンライン（web 書面例会）例会での開催と
することに致しました。感染症の拡大により、地区

ゴルフ大会及び 9 月 11 日に予定していた移動例会
ともに延期となりましたのでご了承願います。
さて、今月は「ロータリーの友」月間ですが、1953
年の創刊で日本語版としては 93,150 部を発刊して
いるそうです。8 月号に日本のロータリー 100 周年
を祝う会が掲載されていますが、105 年前に元 RI
会長のガイ・ガンテイカー氏が「ロータリーに入る
といいことがある」として
①人生で是非とも持たねばならない知己が得ら
　れる。
②純粋で健全な親睦というものがどんなに良いも
　のかを知ることができる。
③どうすれば仕事が成功し、問題解決ができるか
　について、啓発を受けることができる。
④効率が高い経営方法とは何かについて、知らず
　知らずのうちに教育が受けられる。
⑤多くの自分が知らない情報が得られ、先見の明
　を授けられることができる。
⑥自分の思考の限界を知り、もって転機を得るこ
　とができる。
⑦知己を広め、自分を他に理解してもらう機会が
　与えられ、そのことが自分の企業に対する信頼
　に繋がり、その結果として企業上の利益になる。
⑧各自が社会の指導者となるだけの訓練をうけら
　れる。
⑨自分を人間的に磨くことができる。
と語っています。ロータリーに期待する内容は 100
年たっても何ら変わっていないことに驚くばかりで
す。私も入会当初は気付くことは難しかったですが、
何年も出席していくうちに今ではいくつか恩恵を受
けるに至っています。せっかくなので少し意識して
みてはいかがでしょうか。簡単ですが、挨拶とさせ
ていただきます。

誕生・設立記念日お祝い　高木親睦委員長
9 月お誕生日お祝い
  8 日　高木豊隆君
24 日　青池秀夫君
25 日　米山一史君
9 月設立記念日お祝い
  1 日　高木豊隆君
  5 日　相沢一雄君
  6 日　吉村美穂君
  7 日　小林千鶴君
14 日　吉村鳳一君
ロータリー財団委員会　姉崎委員長
森田雅巳君、青池秀夫君からそれぞれ＄100 いただ
きました。
米山奨学委員会　谷合委員長 
森田雅巳君から 1 万円いただきました。
ニコニコボックス紹介　高木親睦委員長
小林千鶴君　今月 7 日は、当社の設立記念日です。
まだまだひよっこの社歴ですが、人とひとを笑顔で
つなぐをモットーに引き続き頑張りたいと思いま
す。よろしくお願いします。
青池秀夫君　誕生祝いを有難うございます。
吉村美穂君　6 日に、創業 45 周年を迎えます。これ
もひとえに、ご来店いただきました皆様の支えがあっ
たからこそと深く感謝しております。社員一同初心に
戻り、一層の努力をしていく所存です。

ニコニコ BOX 総計 123,000 円

幹事報告　小林幹事
　令和３年７月の理事会にて承認を受けました熱海



第2,211回（Ⅱ）
市への土石流災害義捐金ですが、台湾米山学友会も
含め全国のロータリークラブから総額 6,100 万円の
支援金が集まり、8 月 20 日熱海市へ贈呈されたそ
うです。ガバナー事務所からの報告書と第 2620 地
区からの御礼状を HP に更新。

卓話
　本日は【東京電力ホールディングス 新潟本社】
様の卓話の予定でしたが延期となりましたので、現
在の安全対策についてご紹介します。下記 URL よ
りご覧下さい。
　https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/kk-np/
　safety/index-j.html

第 2206 回　2021 年 9 月 2 日
オンライン例会報告

9/2
会員数 出席者数 欠席者数 出席率
40（38）名 31名 7名 81.58％

8/19
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

24名 14名 63.16％

第 2207 回　2021 年 9 月 9 日
オンライン例会報告
点　鐘
会長挨拶
皆様こんにちは。9 月に入り急に涼しくなり、夏も
終わりといった感じで少々寂しい気がします。本来
であれば地区ゴルフ大会と計画していたアルビレッ
クス新潟でサッカー観戦の移動例会と本年度のロー
タリー活動がようやく活発化する予定でしたので残
念です。地区ゴルフ大会の参加申し込み人数も過去
最高だったそうです。また、現在アルビレックス新
潟は 3 位の位置につけているので、ホームでのスタ
ジアム観戦は必ず盛り上がるタイミングでした。で
すが、どちらの行事も延期となってますので、本年
度内に開催できることに期待を込めて待ちたいと思
います。
先月のことですが、全ロータリークラブに「ロータ
リー日本１００年史」という記念誌が配られました。
会長職であることから最初に持ち帰り、まだ少しし
か目を通していませんが、日本のロータリー史を知
るのに大変参考になりそうです。次回の通常例会ま
でに読んで次の希望者にお渡ししようと思っていま
す。希望者は私に声かけください。
簡単ですが挨拶とさせていただきます。

米山奨学委員会　谷合委員長
吉村美穂君から 1 万円いただきました。

幹事報告　小林幹事
　私が以前、米山奨学生のカウンセラーを担当して
いました李鈺さんが、この度（９月）見事、博士号
を取得したとご本人から報告のメールを頂きました
のでご紹介します。当クラブでは２人目の博士号取
得との事です。そのお祝いに米山記念奨学委員会よ
り、記念品の「金時計」が贈呈されるそうです。鈺
さんは 9/24 に帰国されますが、カウンセラーを担
当していて楽しかったですし、優秀な彼女のこれか
らの活躍を期待しています。以下、鈺さんのメール
です。

新潟西ロータリークラブの皆様いつもお世話になっ
ております。新潟大学大学院現代社会文化研究科博
士後期課程三年生の李鈺です。おかげさまで、博士
論文を完成して、9 月に博士号を取得しました。ご
報告させていただきます。二年間半、新潟西クラブ
の皆様にお世話になりました。学業に専念して、充
実した留学生活を送りました。小林千鶴お母さんの
ご親切、いつも私のことを支えてくれて、誠にあり
がとうございます。新潟西クラブとカウンセラーに
感謝の意を心から申し上げます。

卓話
　毎月第２例会で冊子をお配りする「ロータリー
の友」は、電子版でもご覧になれます。更新は毎
月１日です。こちらも是非ご活用ください。
　https://www.rotary-no-tomo.jp/digital/
　ID：rotary
　パスワード :rotary

第 2207 回　2021 年 9 月 9 日
オンライン例会報告

9/9
会員数 出席者数 欠席者数 出席率
40（38）名 31名 7名 81.58％

8/26
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

31名 7名 81.58％

第 2208 回　2021 年 9 月 16 日
オンライン例会報告
点　鐘
会長挨拶
皆様こんにちは。朝晩ともに涼しくなり、食欲の秋
に向かっておいしいものがお店のあちこちに沢山並
ぶ季節となりました。年齢を重ねると食べた分その
まま体重に跳ね返るのは私だけでしょうか？体の代
謝も悪くなり、運動しても体重は落ちるどころか、
運動した分だけ食欲が増す悪循環に陥っているこの
頃です。最近では筋力も衰えて、軽いジョギングを
しても膝や腰に負担がかかり痛みが出るのでウォー
キングに変えています。やはり体重オーバーなので
しょう。食事コントロールしか道は無さそうです。
それを考えると、例会時における食事の量は、腹七
～八分目くらいなのとサッパリして種類が多いので
すごく健康的な内容ではないでしょうか。
私事の話に変わりますが、明日はようやく 2 回目の
ワクチン接種です。これで少し気分的には安心でき
そうです。メンバーの方はほぼワクチン接種が終わっ
ているようなので来月からは通常例会に戻れること
を期待し、簡単ですが挨拶とさせていただきます。

ニコニコボックス紹介　高木親睦委員長
高木豊隆君　誕生日・設立記念日お祝いありがとう
ございます。

ニコニコ BOX 総計 128,000 円

幹事報告
　９月３０日、理事役員会を開催いたします。
理事役員の方々につきましてはご面倒をおかけします
がご出席していただけます様お願いいたします。



理事役員会
・日時　２０２１年９月３０日（木）１１：３０～
・場所　ホテルオークラ新潟５Ｆ「メイフェア」

卓話
　『ロータリアン必携　これだけは知っておきたい
　　　　　　　　ロータリーの基礎（サンプル版）』
 
　ロータリーの基礎知識が掲載されています。
　https://www.rotaryinformationgroup.jp/wp-
　content/uploads/sample3.pdf

第 2208 回　2021 年 9 月 16 日
オンライン例会報告

9/16
会員数 出席者数 欠席者数 出席率
40（38）名 29名 9名 76.32％

9/2
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

31名 7名 81.58％

第 2209 回　2021 年 9 月 30 日
オンライン例会報告
点　鐘
会長挨拶
皆様こんにちは。今月の中旬以降、ようやく新規感
染者数も減少傾向になり、通常例会の開催が可能な
状況となってきました。本日の理事会で諮りたいと
思います。また、10 月は夕日例会と社会奉仕事業の
開催、次々年度の会長を決める会長指名委員会の設
置など様々な事業を計画しています。7 月に新年度
がスタートし、あっというまに 3 分の 1 が経とうと
しています。月日の早さを感じる次第ですが、今後
も皆様と共にロータリー活動を無事継続していける
よう願い、また来週は通常例会でお会いできること
を楽しみに、簡単ですが挨拶とさせていただきます。

ニコニコボックス紹介　高木親睦委員長
吉村鳳一君　９月２４日設立４７年でした。千鶴さ
ん！教えて頂き、ありがとうございました！これか
らも、明るく前向きに頑張ります。皆様、今後とも
宜しくお願いします。ありがとうございます。
小林千鶴君　初のオンライン例会開催、皆さまいか
がでしたか？公共イメージ向上委員会、諏佐委員長、
大変お疲れ様でした。また、ニコニコや寄付をいた
だきましてありがとうございます。やり方が分から
なかったという方は通常例会開催時によろしくお願
いします。次回の例会は 7 日の月見例会です。会長
の挨拶にもありますが、皆さまと再会出来ることを
楽しみにしています。

ニコニコ BOX 総計 132,000 円

卓話
　『新型コロナウイルス感染症の
　　　　　　　　” いま ” に関する 11 の知識』
　なかなか収束しない新型コロナウイルスですが、
正しい知識を持って、コロナ禍を乗り越えましょう。
こちらをご覧ください。↓
　https://www.mhlw.go.jp/content
　/000788485.pdf

第 2209 回　2021 年 9 月 30 日
オンライン例会報告

9/30
会員数 出席者数 欠席者数 出席率
40（38）名 29名 9名 76.32％

9/9
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

33名 5名 86.84％

昨年度の米山記念奨学生の李鈺さんへ、米山記念奨
学会記念品を贈呈

9/20 に大澤会員（旧会長）、
姉崎会員（旧米山奨学委員
長）、吉村鳳一会員（旧第２５
６０地区米山記念奨学委員
長）、小林幹事（元カウンセ
ラー）で、思い出のオークラ
ホテル新潟にて記念品を贈
呈しました。鈺さんが帰国
間際ということもあり、短い
時間でしたが、大変喜んで
おられました。中国に帰国
したら、日本文学書の出版
関係の仕事に就きたいと夢
を語っておりました。そして、
来年あたり結婚する予定だとか…嬉しい報告もいた
だきました。いつまでも応援しておりますので、中
国でのご活躍を祈念しております。

第 2210 回　2021 年 10 月 7 日
月見例会報告　於　割烹 岡田
会長挨拶
皆様こんばんわ。感染者数も減少傾向になり、１０
月は通常の例会開催となりました。最初に月見例会
ということで、先ほど高木親睦委員長より案内が
あった通り感染対策で行います。短時間での開催と
なりますがよろしくお願いします。また２３日は社
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。こ
ちらの事業も継続事業となるように皆様の参加をお
願いし挨拶とさせていただきます。

第 2210 回　2021 年 10 月 7 日
月見例会報告　於　割烹 岡田

10/7
会員数 出席者数 欠席者数 出席率
40名 40名 0名 100％

9/16
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

29名 9名 76.32％


