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第 2217 回　2021 年 11 月 25 日例会報告
点　鐘
会長挨拶
皆様こんにちは。ここ数日強風続きで、屋根工事
をやっているわが社としても外仕事なので、これ
からの冬場は過酷な時期になります。おととい 
ゴルフ同好会で主催したコンペに参加された方々
も大変だったのではないでしょうか。これからの
時季風邪をひかないようにお気をつけください。
今日は最近の身近な出来事を少しお話させて 
いただきますが、ここ最近取引業者で統合と 
廃業がありました。統合については銀行など 
大企業同士による統合が相次いでいるので珍しく
もありませんが、廃業となるとまだそんなに多い
感じはしません。中小企業の経営者の平均年齢
を調べると 1995 年の 47 歳をピークに 2020 年
は 60 歳半ばを超えているそうです。2020 年の
廃業や解散の数も過去最高の 5 万社だそうで、
いよいよ大廃業時代に突入といわれています。
多くは後継者がいないことや後継者がいても 
従業員が高齢化で解散の選択をするなどが主な
原因だそうです。うちの業種も外仕事で若い人
には人気がないので、人手不足を補うために、
ついに外国人技能実習生の申し込み手続きに 
踏み切りました。西クラブの何人かはすでに 
多数の外国人技能実習生を採用しておられ 
ますが、私どもの職種も 2 年ほど前に認可され
たことを受けて、いよいよ採用することで進め
ています。これも今の時代の流れなのだと実感
しております。
さて、本日は岩の原葡萄園の神田社長より卓話

をお願いしております。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。

米山奨学委員会　谷合委員長
鈴木賢一君、田中壮一君からそれぞれ 1 万円い
ただきました。
ニコニコボックス紹介　小林（治）委員
小林　治君　大野先生ありがとうございました。
3 位頂きました！
鈴木賢一君　大野先生を囲む会コンペ、優勝し
ました！住宅ローンも終わって二重の喜びとな
りました。

ニコニコ BOX 総計 214,000 円

幹事報告　小林幹事
・次週 年次総会を開催します。
・例会終了後 定例理事会を「4F 白鳥の間」で
　開催いたします。

卓話
　『岩の原葡萄園と創業者川上善兵衛』
　　　岩の原葡萄園　代表取締役社長　
　　　　　　　　　　　　　　神田 和明　氏
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11/25
会員数 出席者数 欠席者数 出席率
40（39）名 30名 9名 76.92％

11/11
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 11名 71.05％

第 2218 回　2021 年 12 月 2 日例会報告
点　鐘
会長挨拶
皆様こんにちは。あっというまに 12 月となりま
したが、ここへきて終息に向かっていた感染症

本日の例会案内（12 月 9 日）
卓話　『鳥屋野潟から生み出す地域ブランド』
　　　株式会社 U・STYLE　代表取締役・
　　　鳥屋野潟マルシェプロデューサー
　　　　　　　　　　　　　   松浦 和美　氏



でしたが、新たにアフリカ発症のオミクロン株
と呼ばれる変異株が発生し、日本でも既に 2 名
の感染が確認され、30 日 0：00 より入国制限
となっています。変異株の名称は WHОが発表
していて、ギリシア文字のアルファベットから順
に呼ばれていて、これまでに、アルファ、ベータ、 
ガンマ、デルタ、イプシロン、ゼータ、イータ、
シータ、イオタ、カッパ、ラムダ、となりミュー、
ニュー、クサイは飛ばされ、今回のオミクロンと
なり、次はパイ、ロー、シグマとなっていくそう
です。ニュー、クサイが飛ばされた理由は公式に
は発表されていませんが、英語のニューなど他
の言葉との混同をさけるためとのことです。ま
だまだ油断できないとの認識のもと、今後も感
染症対策をしっかり行ったうえでの例会開催を
こころがけようと思います。
本日は年次総会ですので、この場を持って次々
年度会長選出と次年度理事役員が決定され 
ます。最後までどうか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。

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・設立記念お祝い品の贈呈
親睦委員会　高木委員長
12 月お誕生日お祝い
  3 日　大澤　力君
18 日　諏佐　渉君
27 日　森田雅巳君
12 月設立記念日お祝い
  1 日　押田雅之君
親睦委員会　高木委員長
1 月 13 日 新年会案内・オークション協力の 
お願い
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　吉村（美）副委員長
大澤　力君、森田雅巳君からそれぞれ 1 万円 
いただきました。
100％出席バッジ贈呈　加地出席委員
  1 年　今野克久君
ニコニコボックス紹介　神林委員
今野克久君　100％バッチありがとうございます。
諏佐　渉君　誕生日お祝いありがとうございます。
森田雅巳君　誕生日ニコニコします。
大澤　力君　誕生祝い、ありがとうございます。

ニコニコ BOX 総計 226,000 円

幹事報告　小林幹事
・下期会費請求書発送のお知らせ
　近日中に発送予定です。
・12 月ロータリーレート 1 ドル 114 円
・骨ずいバンク 命のアサガオにいがた 会報回覧
・災害等調達資源 リスト回覧及び協力のお願い

年次総会　議長：森田会長
1）総会の成立
　 会員数 40 名中、出席者 26 名
　 1/3 以上の出席で成立です。
・次々年度（2023-2024）会長選出・承認
　中郡会長指名委員長より経過報告及び
　三浦英敏君の「ロータリー歴」紹介〜
　　入会　　　　2014 年 7 月 10 日
　　2015-2016　青少年奉仕副委員長
　　2016-2017　米山奨学委員長、
　　　　　　　　プログラム副委員長
　　2017-2018　理事、国際奉仕委員長、
　　　　　　　　親睦活動副委員長
　　2018-2019　理事、青少年奉仕委員長
　　2019-2020　理事、青少年奉仕委員長
　　2020-2021　会員維持・増強委員長
　　2021-2022　会員維持・増強委員長、
　　　　　　　　第 2560 地区
　　　　　　　　米山記念奨学委員会
　　　　　　　　寄付増進委員
　　米山奨学寄付 第 2 回 米山功労者マルチプル
　議長より「この件について、全員の拍手で承認」
・次年度（2022-2023）役員の選出
　中郡次年度会長
　　　次年度副会長　　　吉村鳳一君、
　　　次年度幹事　　　　新澤　功君、
　　　次年度会計　　　　小林千鶴君、
　　　SAA　　　　　　　中村文彦君
　議長より
　「この件について、全員の拍手を以て承認」
・次年度（2022-2023）理事の選出
　中郡次年度会長より報告
　　　副幹事　　　　　　姉崎　健君、
　　　職業奉仕委員長　　後藤克洋君、
　　　プログラム委員長　太田　敦君、
　　　親睦活動委員長　　谷合伸郷君、
　　　国際奉仕委員長　　高木豊隆君、
　　　社会奉仕委員長　　岡田亮一君、
　　　青少年奉仕委員長　神林義則君
　議長より
　「この件について、全員の拍手を以て承認」
・中郡次年度（2022-2023）会長挨拶・
　新澤次年度（2022-2023）幹事挨拶
・次々年度（2023-2024）会長挨拶
　三浦英敏君
・現年度支出入中間報告及び、前年度財務報告
　森田前年度会計より、前年度財務報告。
　今野現年度会計より中間報告
　議長より「この件について、全員の拍手で承認」
2）総会閉会
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12/2
会員数 出席者数 欠席者数 出席率
40（38）名 26名 12名 68.42％

11/18
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 11名 71.05％


