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第 2221 回　2021 年 12 月 23 日
クリスマス特別昼例会報告　於：ホテルオークラ新潟
〜越乃リュウ クリスマストーク＆ミニコンサート〜
点　鐘
会長挨拶
皆様こんにちは。早くも今年最後の例会となりました。
年を重ねるごとに 1 年が早く感じると言われている通
り、あっというまの 1 年でした。また 7 月よりクラ
ブの会長職を仰せつかり、今日でちょうど任期の半分
が過ぎようとしています。振り返ると 7 月にスタート
し、7 月の夕日例会はあいにくの雨でビアガーデンは
利用できず、屋内での開催となりました。8 月に入る
とすぐに感染症が拡大したため、9 月はオンラインで
の例会となり、10 月にはなんとか社会奉仕事業として、
青山の児童養護施設「天使園」での清掃活動と空気清
浄機の寄贈を行うことができ、11 月のガバナー訪問
においては直接訪問で開催できたことは幸いでした。
また先週 19 日、インターアクトクラブ主催の献血キャ
ンペーンには当クラブより小林幹事、神林委員長、吉
村美穂さん、柳原さん、谷合さんの 5 名参加いただき
大変おつかれさまでした。北クラブの山崎インターア
クト委員長より、お礼の案内が私のところにきていま
した。ただ市内ロータリーメンバー３２名のうち献血
不適者が 1 名いたとのことでした。高血圧か二日酔い
だったのでしょうか。ロータリーっぽくてなごみます
ね。
さて、本日は今年の最終の特別例会として、皆様ご存
じの新潟市西区出身の越乃リュウさんよりクリスマス
例会としてお願いしました。越乃リュウさんには、年
末の多忙な時期にお越しいただき御礼申し上げます。
最後に皆様においては、年末から新年にかけてご健康
とご多幸を願い挨拶とさせていただきます。

ゲスト
・元宝塚歌劇団月組組長　越乃 リュウ　氏
・扎蘇那（チャスナ）さん
・丸山 美絵子 ホワイトさん

伝達
ロータリー財団寄付　ポールハリスフェロー
感謝状・ピン　草野隆太君
100％出席バッチの贈呈
  5 年　稲葉忠克君

親睦委員会　高木委員長
新年会オークション品ご協力ありがとうございます。 
1 月 6 日、1 月 13 日の当日も受付いたします。
ロータリー財団委員会　姉崎委員長
田中壮一君、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
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
相沢一雄君　創立記念日を頂いて。
青池秀夫君　皆様良い年をお迎え下さいます様。
森田雅巳君　皆様本年もお世話になりました。来年も
よろしくお願いします。越乃リュウさんお忙しい中お
越し頂きありがとうございます。
小林千鶴君　本日のクリスマス特別例会、越乃リュウ
さんのすてきな歌声を楽しみにしています。
吉村鳳一君　皆様のお陰で憧れの越乃リュウさんミニ
コンサートに出席できました。西ロータリークラブに
入って良かったです。後藤社長ありがとうございまし
た。一生の思い出になりました。
稲葉忠克君　100％バッチありがとうございます。

ニコニコ BOX 総計 243,000 円

幹事報告　小林幹事
・ 例会終了後、定例理事会を
　「5F メイフェア」で開催
　いたします。
・連合事務局の年末年始お休み
　12 月 28 日から 1 月 3 日迄
・天使園クリスマスカード
　回覧します。
・扎蘇那（チャスナ）さんへ
　幹事よりクリスマスプレゼ
　ント贈呈

卓話
　『越乃リュウのクリスマスプレゼント
　　　　　　for 新潟西ロータリークラブ』
　　　　　  元宝塚歌劇団月組組長　越乃リュウ 氏
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12/23
会員数 出席者数 欠席者数 出席率
40（39）名 31名 8名 79.49％

12/9
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

28名 10名 73.68％

第 2222 回　2022 年 1 月 6 日例会報告
点　鐘
会長挨拶
皆様あけましておめでとうございます。本年もどうぞ
よろしくお願いします。新年はいかがおすごしでした
でしょうか。私の場合は、2 年ぶりに長岡在住の弟家
族が実家に帰省したので、2 年ぶりに両親ともども実
家で宴会となりました。久しぶりに孫に会えた両親も
大変よろこんでおりました。ですが、埼玉在住の妹家
族は今年も遠慮して帰省しませんでした。またここへ
きて感染急拡大となっているので、残念ながらしばら
くは納まる気配はないようです。
雪に関しては、幸い新潟市においては積雪も少なくて
過ごしやすかったですが、北陸の都市部や県内の山沿
いでは大雪が続いているので、2 月いっぱいまでは新
潟市も大雪になる可能性はあるわけで、まだまだ安心
できません。
世の中の動きについては、年明けにかけての報道を見
ますと、どの報道も景気は持ち直し傾向にあるそうで
すが、全て条件付きで、感染症の早期終息とアメリカ
のインフレ緩和そして安全保障問題とのことです。安
全保障についてはひとつがウクライナ国境でロシアが
10 万人規模の軍が駐留していること、もうひとつが
中国と台湾の緊張の高まりがあり日本にとっても非常
にリアルな世界情勢になってしまっている認識を持っ
ています。一市民（この場合一国民？）としては何も
起きないことを願うばかりです。
それと報告ですが、ハイライト米山での記事で米山奨
学会の理事長である斎藤直美氏が 11 月 28 日に 84 歳
で逝去されたそうです。
最後に本年も皆様のご健康とご多幸を願い新年の挨拶
とさせていただきます。

ゲスト
扎蘇那（チャスナ）さん
誕生・設立記念日お祝い品の贈呈　高木親睦委員長
1 月お誕生日お祝い
  6 日　加地正樹君
  7 日　押田雅之君
17 日　小林千鶴君
1 月設立記念日お祝い
21 日　神林義則君
親睦活動委員長　高木委員長
2 月 22 日 7RC 合同例会ご案内について
ロータリー財団委員会　姉崎委員長
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　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　諏佐委員
森田雅巳君　本年もよろしくお願いします。
小林千鶴君　年頭にあたり、皆様のご多幸をお祈りい
たします。誕生祝い、ありがとうございます。
青池秀夫君　あけましてお目出度うございます。
今年もよろしくお願い致します。
馬場伸行君　新年明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願いします。

片野　勉君　新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
加地正樹君　新年明けましておめでとうございます。
誕生日ありがとうございます。
田村　修君　新年あけましておめでとうございます。
皆さん今年もよろしくお願い申し上げます。
吉村鳳一君　本年も宜しくお願いします。年始に
ToToBig 当たりました。900 円ゲットしました。
中山雄二君　明けましておめでとうございます。今年
もよろしく御願い致します。
大澤　力君　あけましておめでとうございます。今年
もよろしくお願い申し上げます！
中郡正和君　新年あけましておめでとうございます。
今年も宜しくお願いします。
中村文彦君　新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。
岡田亮一君　設立記念日お祝いありがとうございます。
今野克久君　新年明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。
高木豊隆君　明けましておめでとうございます。今年
はマスターズ水泳復活するぞ。
新澤　功君　新年あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
谷合伸郷君　明けましておめでとうございます。本年
もよろしくお願い致します。
神林義則君　新年明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。設立記念をいただ
きありがとうございます。
諏佐　渉君　新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。
吉村美穂君　新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。
押田雅之君　あけましておめでとうございます。今年
も宜しくお願い致します。
太田　敦君　新年明けましておめでとうございます！
今年のアークベル県民アマチュア絵画展に入選する
ぞ！！

ニコニコ BOX 総計 290,000 円

幹事報告　小林幹事
・ 今月のロータリーレート 1 ドル 115 円
・ 次週 13 日例会は新年夜例会につき、昼の例会はご

ざいません。

卓話
　会員スピーチ『革製品を長く愛用するための秘訣』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　押田 雅之　君

第 2222 回　2022 年 1 月 6 日例会報告

1/6
会員数 出席者数 欠席者数 出席率
40（38）名 28名 10名 73.68％

12/16
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

24名 14名 63.16％

第 2223 回　2022 年 1 月 13 日新年例会報告
於：ホテルオークラ新潟

1/13
会員数 出席者数 欠席者数 出席率
40（39）名 23名 16名 58.97％

12/23
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 8名 79.49％


