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第 2234 回　2022 年 4 月 7 日例会報告
点鐘
会長挨拶
皆様こんにちは。昨日から天気も回復し、桜開花まで
秒読みといった感じですね。私が感じているこの桜
の時期というと毎年恒例で 8 分咲きになった週末
にかけて低温強風が吹いて一気に散ってしまうよう
な年ばかりで、週末に暖かい日に花見をしたのはも
う数十年前に村松に行った記憶しかなくて、寒くて
じっとしていられない記憶ばかりなのは私だけで
しょうか？
また春となると今年の 4 月 1 日より道路交通法施行
規則改正により、アルコールチェック義務化として、
白ナンバー営業車 5 台以上または定員 11 人以上の
車両 1 台以上保有という条件で安全運転管理者を選
任し目視等で確認、10 月からはアルコール検知器
を用いることになります。そして昨日より春の全国
交通安全運動が始まりました。昨日サンライズでゴ
ルフでしたが、8：30 頃蓮野ＩＣを降りたら 20 台
くらいの白バイが出動しているところに出くわしま
した。今日もあちこちで取り締まりしているような
のでお気を付けください。
また、交通安全週間での新潟県のスローガンは「見落
とすな　横断歩道の　渡るよサイン」となっていま
す。このスローガンについては令和 3 年中、新潟県は
47 人の方がお亡くなりになり、そのうち 17 人が歩
行者で、17 人のうち 8 人が横断中に事故にあった
ということです。また持ち運びが容易な可搬型オー
ビスなるものも導入されました。メンバーのみなさ
まもこれを機会に飲酒運転はもちろんですが、横断
歩道や速度に気を配り注意して運転してください。
ちなみに私は毎日運転もし一時期は大型バイクで
長距離ツーリングもしょっちゅうでしたが、ずっと

ゴールド免許のままでしたが、2 年前に営業中、万
代の有料駐車場を出た瞬間に一方通行とは知らずに
パクられてしまいました。
本日の卓話は「リサイクルの未来を考える」と題して
北興商事（株）の中村社長よりお話いただきます。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。それでは本日もよろしくお願いします。

ビジター紹介　森田会長
新潟万代 1 名
ビジターへの謝辞
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
4 月お誕生日お祝い
  3 日　片野　勉君
  4 日　熊野純一郎君
12 日　新澤　功君
14 日　中山雄二君
15 日　相沢一雄君
21 日　今野克久君
22 日　馬場伸行君
28 日　谷合伸郷君
4 月創立記念日お祝い
  1 日　今野克久君
  1 日　新澤　功君
  1 日　山木英明君
  1 日　米山一史君
  3 日　大野康則君
21 日　谷合伸郷君
27 日　片野　勉君
ロータリー財団委員会　姉崎委員長
野田誠記君、森田雅巳君からそれぞれ 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、田村　修君、稲葉忠克君からそれぞれ
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
中村信一君　本日は御招き頂きありがとうござい
ます。

本日の例会案内（5 月 12 日）
卓話　『当地区の青少年奉仕活動について』
　　　国際ロータリー第 2560 地区
　　　　青少年奉仕委員会委員長
　　　　　　　　　　　　　上村 宏　君（長岡 RC）



片野　勉君　誕生祝と設立祝をいただきありがとう
ございました。
田村　修君　税務調査もたいした事なかったのでニ
コニコします。
中山雄二君　誕生日御祝いありがとうございます。
田中壮一君　中村信一社長を迎えてありがとうござ
います。
馬場伸行君　お祝いをいただいて。
谷合伸郷君　39 歳になります。ヨロシクお願いし
ます。

ニコニコ BOX 総計 403,000 円

幹事報告　小林幹事
・今月のロータリーレート 1 ドル 122 円

卓話
　『リサイクルの未来を考える』
　　　　　　北興商事㈱　代表取締役　中村信一君
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4/7
会員数 出席者数 欠席者数 出席率
40（39）名 22名 17名 56.41％

3/24
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

30名 8名 78.95％

第 2235 回　2022 年 4 月 14 日お花見例会報告
於　割烹 岡田

4/14
会員数 出席者数 欠席者数 出席率
40（38）名 21名 17名 55.26％

3/31
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 8名 78.95％

ゲスト　米山奨学生　扎蘇那（チャスナ）さん

第 2236 回　2022 年 4 月 28 日例会報告
点鐘
会長挨拶
皆様こんにちは。先週の 16、17 日、土日と 2 日間に
わたり地区大会が開催されました。感染症対策から
人数制限での開催となったので、当西クラブからは、
会長幹事、地区役員の馬場さん加治さんの計 4 名で
の出席であとはリモートでの参加という形式でし
た。今日は地区大会の内容について皆さまにご報告
します。
初日は 15 時開会でガバナー挨拶、国際ロータリー会
長代理挨拶（立野純三さん大阪 RC 所属）の後、ハー
ドオフコーポレーションの山本善政会長より「私に
とっての四つのテスト」と題して約 1 時間の講演が
ありました。講演ではとくに、資金繰りに追われ一番
厳しかった 40 歳の歳に新発田 RC に入会したとき
のお話や、ロータリーの四つのテストからヒントを
得てハードオフコーポレーションの 4 つのテストと
して経営理念として掲げていること、28 年在籍し業
務多忙のため現在は退会しているなどお話がありま
した。その後国際ロータリー会長代理歓迎晩さん会

となり時間短縮で開催されました。
2 日目は 10 時より開会し 14 時過ぎの終了で懇親会
は無く、こちらも時間短縮での開催でした。2 日目
も 1 時間ほど講演があり、最近いろいろなメディア
に登場されている株式会社舟橋屋の渡辺社長よりお
話がありました。この方もロータリアンだそうです。
とくに印象的だった話として今の若い世代の社員は
入社時にすでに 85％の人が転職を考えて働いてい
ることについての対策のお話や、昭和の経営と今の
経営についての比較話など大変参考になる内容でし
た。そして最後に次年度役員の皆様から地区大会の
案内がありました。11 月 12、13 日、土日で 1 日目
がイタリア軒、2 日目が ANA クラウンプラザホテル
で新潟 RC がホストクラブとして開催準備が進んで
いるとのことです。
以上で挨拶とさせていただきます。本日は職場訪問
です。吉村委員長より北方文化博物館見学を手配し
てもらっています。天気も良く楽しんでいただけれ
ばと思います。それでは本日もよろしくお願いし
ます。

ゲスト　体験　猪又 優苗さん
　　　　米山奨学生　扎蘇那（チャスナ）さん

親睦委員会　高木委員長
ウクライナ支援 寄付合計 45,000 円が集まりまし
た。ご協力ありがとうございました。
社会奉仕委員会　岡田委員長
6 月 18 日（土）ロータリー奉仕デー開催について
ニコニコボックス紹介　神林委員
新澤　功君　誕生日、設立記念ありがとうございます。
今野克久君　ありがとうございます。40 代ラスト、
エンジョイします！

ニコニコ BOX 総計 408,000 円

幹事報告　代理 新澤副幹事
・ 例会後、職場訪問へご参加の方は、会場に各自集合

の程よろしくお願いいたします。
・ 受付でご寄付いただいたウクライナ支援金は、本

日ロータリー財団（災害支援寄付）へ送金いたし
ます。ご協力ありがとうございました。

卓話にかえて　『職場訪問〜北方文化博物館〜』
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4/28
会員数 出席者数 欠席者数 出席率
40（38）名 22名 16名 57.89％

4/7
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

40名 0名 100％


