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第 2230 回　2022 年 3 月 10 日例会報告
会長挨拶
皆様こんにちは。ようやく、まん延防止等重点処
置が解除され 1 月 13 日の新年家族例会を最後
に約 2 ヶ月ぶりの通常例会となりました。皆様い
かがお過ごしだったでしょうか？振り返ります
といつの間にか会長としての任期も 3 分の 2 を
終了し残り 4 ヶ月となってしまいました。自粛期
間中の最も驚いた出来事といえば何といっても
ロシアのウクライナ侵攻ではないでしょうか。
お忘れかもしれませんが、12 月の会長挨拶の
中で今後の世界経済や世界情勢の不安定リスク
としてロシアのウクライナ侵攻、アメリカの急
激なインフレ、台湾有事と 3 つの不安材料を述
べましたが、2 ヶ月経過した時点で既に 2 つが
現実となってしまっています。また皮肉にも国
際ロータリーの 2 月度の月間テーマは平和構
築と紛争予防月間となっていました。マイロー
タリーに登録されている方はロータリーのジョ
ン・ジャーム財団管理委員長よりウクライナの
危機に対応する災害救援基金への寄付メールが
届いたと思いますが、現時点でウクライナから
150 万人以上が避難しており、緊急の支援を必
要としており今後 500 万人の避難民に達する
として欧州にある多くのクラブが既に救援活動
を強化支援しているとのことで、寄付の要請が
きています。私も早速微力ながら寄付させても
らいました。皆様もぜひご協力をお願いします。
最後に 2022-23 年度の RI 会長がきまったこと
と 2024-25 年度の地区ガバナーが決定したこと

をご報告します。
2022-23 年度 RI 会長エレクト ジェニファー・
ジョーンズ氏（カナダ ウィンザーローズランド
RC）です。テーマが発表されているのでご紹介
します。
テーマは「大きな夢をかなえたロータリーを想
像して～ IMAGINE ROTARY ～」
2024-25 年度第 2560 地区ガバナーノミニー
デジグネート 南雲博文さん 長岡 RC となりま
したことをご報告申し上げ、挨拶とさせていた
だきます。また本日のゲストそして米山奨学生
チャスナさん、卓話で山田綾乃さんにお越しい
ただいております。山田さんには後程よろしく
お願いします。ありがとうございました。

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・創立記念日お祝い品の贈呈
高木親睦委員長
2 月お誕生日お祝い
  2 日　中村文彦君
  7 日　吉村鳳一君
  8 日　後藤克洋君
10 日　三浦英敏君
17 日　岡田亮一君
19 日　太田　敦君
2 月創立記念日お祝い
  5 日　姉崎　健君
18 日　長谷川英郁君
職業奉仕委員会　吉村委員長
職場訪問について
親睦活動委員会　高木委員長
花見例会について
ロータリー財団委員会　姉崎委員長
野田誠記君、片野　勉君、森田雅巳君からそれ
ぞれ＄100 いただきました。

本日の例会案内（4 月 7 日）
卓話　『リサイクルの未来を考える』
　　　　北興株式会社
　　　　　　　　 代表取締役　中村 信一　氏



米山奨学委員会　谷合委員長
森田雅巳君、田村　修君、野田誠記君からそれ
ぞれ 1 万円いただきました。
国際奉仕委員会　馬場委員長
ペットボトルのキャップを 3 月 31 日例会で回
収します。
ニコニコボックス紹介　太田委員
馬場伸行君　100％バッチをいただいて。
吉村鳳一君　誕生日お祝いありがとうございま
す。家では飼犬の小太郎が私の唯一の理解者で
す。生きていて良かったです。
三浦英敏君　51 になりました。ありがとうご
ざいます。
後藤克洋君　あと 1 年で古希を迎えるまで馬齢
を重ねました。これも一重にカミさんと西ロー
タリー会員諸兄姉のお蔭。本当にありがとうご
ざいます。
長谷川英郁君　設立記念日のお祝いをいただき
ありがとうございます。12 周年となりました。
今後共、宜しくお願い致します。
太田　敦君　2 月 19 日が 63 歳の誕生日でし
た！元気で迎えられたことに感謝してニコニコ
します！
青池秀夫君　100％バッチありがとうございま
した。
青池秀夫君　皆様お久し振りです。
中山雄二君　やっと皆様に会えました。お久し
ぶりです。
姉崎　健君　設立祝いいただきました。
加地正樹君　100％バッチありがとうございま
す。
米山一史君　お誕生日祝い頂きました。ありが
とうございます！！
田中壮一君　結婚と誕生祝いをいただきありが
とうございます。
青池秀夫君　100％バッチありがとうございま
した。

ニコニコ BOX 総計 336,000 円

幹事報告　小林幹事
・今月のロータリーレート　1 ドル 116 円
・新潟北ロータリークラブ 4 月から例会会場が
　新潟東映ホテルに変更になります。

卓話
　『地域貢献と事業運営
　　　　　　〜子供食堂の取り組み〜』
　　特定非営利活動法人 Lily ＆ Marry's
　　　　　　　　　　  理事長　山田 彩乃　氏
　　　　　　　 マネージャー　赤妻 香織　氏

第 2230 回　2022 年 3 月 10 日例会報告

3/10
会員数 出席者数 欠席者数 出席率
40（39）名 28名 11名 71.79％

2/24
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 2231 回　2022 年 3 月 17 日例会報告
会長挨拶
皆様こんにちは。今日の挨拶は連日報道されて
いるウクライナについて、たまたま 2019 年に
買って読んだ本の一文を紹介したいと思いま
す。「ウクライナ人だから気づいた日本の危機」
グレンコ・アンドリー著の一文をご紹介します。
・・・本文より朗読・・・
まさにウクライナで起きていることは我が国に
そっくりあてはまるのではないでしょうか。私
も今回のウクライナの件で、非常に危機意識が
高まっています。しばらく成り行きを見守るし
かありませんが、一人一人が改めて意識し考え
ていくことが重要な時期にきていることと自国
は自国で守れる準備をすることがいかに大事か
問われているのではないでしょうか。
本日はメンバーの太田さんからの卓話予定でし
たが、急遽大澤委員長にお願いし快諾いただい
たので「クラブ戦略計画」について卓話をお願い
しました。
それと昨日夕方メンバーの方のライン乗っ取
りがありスタンプが 100 件近く入ってきたの
で、私は早速グループより退出しました。昨年末
は私の PC からなりすましメールいわゆるエモ
テットが広まってしまいご迷惑をおかけしたば
かりでしたが、今回は携帯のラインで乗っ取り
が発生しました。安易に返信したり、URL を開
いたりしないように皆さんもお気をつけくださ
い。それでは本日もよろしくお願いします。

誕生・設立記念日お祝い品の贈呈
高木親睦委員長
3 月お誕生日お祝い
  5 日　高橋治孝君
13 日　山木英明君
17 日　野田誠記君
29 日　田中壮一君
30 日　田村　修君
3 月設立記念日お祝い
  1 日　柳原大輝君
29 日　中山雄二君



第2,234回（Ⅱ）
伝達　2022-23 年度地区役員委嘱状
地区職業奉仕委員会　委員長　馬場伸行君
地区職業奉仕委員会　委員　大澤　力君
地区ロータリー財団委員会
補助金委員長　稲葉忠克君
地区米山記念奨学委員会
寄付増進委員　三浦英敏君
地区青少年奉仕委員会　ライフ委員　高木豊隆君
米山奨学委員会　谷合委員長
大澤　力君から 1 万円いただきました。
ニコニコボックス紹介　押田委員
馬場伸行君　母の葬儀にクラブより香典をいた
だき誠にありがとうございました。お礼の意味
を込めてニコニコいたします。
田村　修君　誕生日ありがとうございます。
野田誠記君　誕生日祝いをいただいて。
中山雄二君　会社設立御祝ありがとうございま
した。
中村文彦君　誕生日のお祝いありがとうござい
ます。
柳原大輝君　早いもので 9 年目です。昨年法人
化しました。社名は「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。
山木英明君　誕生日お祝いをいただいて。

ニコニコ BOX 総計 357,000 円

幹事報告　小林幹事
・LINE グループの切替をお願いします。

卓話
　会員スピーチ『クラブ戦略計画について』
　　　　 クラブ戦略計画委員長　大澤 力　君

第 2231 回　2022 年 3 月 17 日例会報告

3/17
会員数 出席者数 欠席者数 出席率
40（38）名 28名 10名 73.68％

3/3
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 9名 76.92％

第 2232 回　2022 年 3 月 24 日例会報告
会長挨拶
皆様こんにちは。先週水曜日に大きな地震があ
り、火力発電所などが損傷し、今週火曜日には、
気温が低下したこともあり東京電力と東北電力
で節電の呼びかけと停電の恐れがあると発表さ
れて驚きました。現在原子力発電所が停止して

いるので今後も電力需要が多い季節には節電や
停電といった予告が出されるかもしれません。
今日は弊社も太陽光発電を取り扱っているの
で、発電に関しては少々知識があるので少しお
話したいと思います。
太陽光発電は目安としてパネルの枚数にもより
ますが、1 件の家で例えると天気のよい日のフ
ル稼働で 1 日あたり 4kw という値の計算をし
ます。ちなみに一般家庭の 1 日あたりの使用電
力は約8kwで、真夏や真冬は18kwくらいです。
例えば原子力発電所は 1 基 100 万 kw（1 日あ
たり）の発電をするそうです。わかりやすい比較
をすると、新潟市が 345,000 世帯なので、1 世
帯 4kw で比較すると 250,000 世帯（新潟市の
73％）が太陽かんかんの晴天でフル発電して原
発 1 基分という感じです。残念ながら毎日晴れ
ているわけもなく半分は夜なのでいかに原発
の発電量がすごいか想像つくと思います。最近
は風力も注目されてますがこちらも風の強弱
で出力バランスにばらつきがあり、落雷や台風
時の故障など高コストな面が解決できていなく
て、太陽光と同様に安定供給とはなっていませ
ん。答えの出る話ではありませんが、節電停電が
あった直後なのでエネルギーについてふれてみ
ました。
本日は新潟競馬場の場長 友田義孝様より後程お
話いただきます。それでは本日もよろしくお願
いします。

公共イメージ向上委員会　諏佐委員長
「ロータリーの友」3 月号紹介
ロータリー財団委員会　姉崎委員長
片野　勉君から＄100 いただきました。

幹事報告　小林幹事
・ 地区大会縮小開催について（web 参加案内し

ます）
・ 3 月会長幹事会報告（他クラブ例会開催状況・

次年度 7RC 野球大会会場について）

卓話
　『地域社会と新潟競馬場』
　　　JRA 日本中央競馬会　新潟競馬場
　　　　　　　　　　　 場長　友田 義孝　氏

第 2232 回　2022 年 3 月 24 日例会報告

3/24
会員数 出席者数 欠席者数 出席率
40（38）名 30名 8名 78.95％

3/10
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 10名 74.36％



第 2233 回　2022 年 3 月 31 日例会報告
会長挨拶
皆様こんにちは。3 月も終わり明日はもう 4 月
になります。桜の開花も来週末くらいには期待
できそうですね。明日は 4 月 1 日ですが、わが社
は 2 名の新入社員が入社してきます。ここ数年
は 1、2 年で退職する社員が多くて頭を悩ませ
ています。私から見ると 30 歳以上年の差がある
ので、どう接してよいかわからないので、「最近
の若者 ゆとり世代 さとり世代の特徴、接し方」
を少し検索してみました。皆様方も明日から新
入社員が来る方もおられると思うので参考まで
にお話します。色々調べて分かりやすかったプ
リントしてきたものを読み上げてみます。

まずは特徴から
①横の繋がりを大切にする
②ブランド志向ではない
③同じ若い世代から刺激をもらってる
④ネット用語をよく使う
⑤なんでも LINE で済ませがち
⑥恋愛面ではドライ

次に接し方ですが、上手に育成する 3 ステップ
なるものを紹介します。

① 本音を言える信頼関係をつくる
　 否定することなくすべてを受け入れることに

よって「この上司は自分の意見を受け入れて
くれる」という信頼関係を少しずつですが築
いていく最初のステップだそうです。

②徹底的に褒めて小さな達成感を積み上げる
　 失敗のない根拠のない自信しかないので少し

の失敗ですぐに精神崩壊を起こす傾向にある
ので、徹底的に褒めて小さな達成感を積み上
げ「本物の自信」に変えるために、こちらから
見ると低い目標であっても達成時にはとにか
く褒めてあげる。そして失敗したときも責め
ず一緒に原因と改善策を考えましょうとあり
ました。

③考えさせる範囲を広げ意思決定できるように
　サポートする
　 最初の 2 つを繰り返し自信が芽生えたら、次

は考えさせる範囲を広げていき、自分で意思
決定できるようにサポートしていく。そこか
らは自分で成長していく。とにかく根気よく
サポートしていくことが必要不可欠とあり
ます。

よく言う「最近の若者は」といった愚痴は遥か古
代の時代から言われていたそうです。
いっそのこと「若い人たちと自分たちの世代で
は考え方も言動も違ってあたりまえだ」と割り
切った方が、指導にストレスを感じずに、日々の
仕事に向き合うことができるのではないでしょ
うか？それでは本日もよろしくお願いします。

中郡正和君
地区事務所からの不審なメール注意喚起につ
いて
100％出席バッジ贈呈　青池出席委員
30 年　片野　勉君
米山奨学委員会　吉村（美）副委員長
馬場伸行君から 1 万円いただきました。
国際奉仕委員会　馬場委員長
ペットボトルキャップ、ご協力ありがとうござ
いました。
ニコニコボックス紹介　柳原委員
片野　勉君　100％バッジをいただき、ありが
とうございました。今後ともよろしくお願いし
ます。
岡田亮一君　誕生日、ありがとうございます。

ニコニコ BOX 総計 363,000 円

幹事報告　小林幹事
・本日例会後、定例理事会を 4F「白鳥の間」に
　於いて開催いたします。

卓話
　『新潟からのチャレンジ
　　〜ゼロからオリンピックまでの道のり〜』
　　　　新潟医療福祉大学
　　　　　　 水泳部監督　教授 下山 好充　氏

第 2233 回　2022 年 3 月 31 日例会報告

3/31
会員数 出席者数 欠席者数 出席率
40（38）名 26名 12名 68.42％

3/17
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％


