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第 2237 回　2022 年 5 月 12 日例会報告
黙祷
元名誉会員 神成 粛一様が 5 月 9 日ご逝去さ
れました。（行年 87 歳）謹んで哀悼の意を捧
げたいと存じます。
点鐘
会長挨拶
皆様こんにちは。まずは長年に渡り新潟西
ロータリークラブにご尽力され多大な貢献を
された神成 PG が 9 日ご逝去され、昨日ご焼
香に行って参りました。私自身入会したての
ころ毎回のように、お声をかけていただいた
り、初めての卓話が終わった際も、お褒めの言
葉をいただいたりと、お気遣いいただいたこ
とは今でも強く心に残っております。最後に
直接お会いしたのは、大澤さんと会長幹事予
定者になったころ 2 人でご自宅に訪問させて
いただいたのが最後でした。その時も快くい
ろいろなアドバイスをいただきました。ご逝
去され非常に残念ですがご冥福をお祈りする
ばかりです。
さて、連休を挟んで前回の例会は職場訪問で
した。設営くださった吉村委員長大変ありが
とうございました。伊藤副館長におかれては
最後まで付き添いで案内してもらい普段立ち
入ることのできない住居部分のエリアや三楽
邸内部、仏間にまでお通しいただきました。
中でもこの仏壇の輝きとたたずまいは圧巻
の一言でした。職場訪問の冒頭に伊藤副館長

が言ってましたが、8 代伊藤文吉さんがロー
タリーのガバナーを務めた縁で、特にロータ
リーメンバーに対しては思い入れがあるとの
ことでまさに特別待遇でご案内いただき、こ
の度の職場訪問は本当にロータリーに入って
いて良かったと改めて認識した次第です。そ
してまたこの新潟にこのような 250 年の歴史
を堪能できる施設があることを再認識した次
第です。
本日ゲストは米山奨学生扎蘇那さん、長岡東
RC 上村委員長です。上村さんには後程ロー
ターアクトやライラについて卓話をお願いし
ます。あと 2 ヶ月で私の年度も終わりとなり
ますが、6 月は 18 日奉仕デー、26 日 IM と
終わりにかけて行事もありますので気を引き
締めて乗り切る所存です。それでは本日もよ
ろしくお願いします。

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・創立記念日お祝い品の贈呈
高木親睦委員長
5 月お誕生日お祝い
30 日　柳原大輝君
5 月創立記念日お祝い
  1 日　加地正樹君
  1 日　森田雅巳君
  8 日　小林　治君
25 日　鈴木賢一君
ロータリー財団委員会　小林（千）幹事
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　新澤副幹事
小林千鶴君、中山雄二君からそれぞれ 5 千円、
森田雅巳君、大野康則君、田中壮一君からそれ

本日の例会案内（5 月 26 日）
卓話　『今さら聞けない日本料理屋の話』
　　　日本料理　行形亭（いきなりや）
　　　　　　 代表取締役社長　行形 和滋氏



ぞれ 1 万円いただきました。
ニコニコボックス紹介　太田委員
青池秀夫君　神成先生のご冥福をお祈り致し
ます。
森田雅巳君　法人にしてから、21 年経ちま
した。
中山雄二君　神成先生の御冥福をお祈りいた
します。
加地正樹君　創立記念ありがとうございます。
柳原大輝君　45 才になります。お祝いありが
とうございます。
高木豊隆君　神成先生のご冥福をお祈りいた
します。

ニコニコ BOX 総計 420,000 円

幹事報告　小林幹事
・今月のロータリーレート 1 ドル 130 円

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）
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5/12
会員数 出席者数 欠席者数 出席率
40（39）名 20名 19名 51.28％

4/14
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

32名 6名 84.21％

第 2238 回　2022 年 5 月 19 日例会報告
点鐘
会長挨拶
皆様こんにちは。最初にお願いですが、来月
26 日の IM の出席よろしくお願いします。延
期に次ぐ延期で何とか年度末に実施されるこ
とになりましたので、参加よろしくお願いし
ます。
もうみなさん記事を読んだと思いますが、15
日に文春オンラインで配信された記事につい
て触れます。これに対してのネット上のコメ
ントも 1,500 件くらい寄せられており、ロー
タリーに対してかなり批判的なコメントばか
りで、読むに堪えられませんでした。捜査関係
者のコメントでは全容を解明するため捜査は
まだ続けているとあるので、今後何らかの報
道があるかもしれません。以上が 15 日時点で
の報道内容です。その後はとくに目立った報
道は無くなりましたが、事実ですので報道の
内容をお知らせしました。非常に残念でなり

ません。
本日はクラブ戦略委員長の大澤委員長より多
様性、公平さ、インクルージョン（DEI）につい
て卓話をお願いしました。まだメンバーの皆
様には聞きなれない言葉かもしれませんが、
2022 年規定審議会において「公平さとインク
ルージョン（包摂）」が国際ロータリー細則に
加える案件として採択されました。この機会
に DEI について知って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　米山奨学生　扎蘇那（チャスナ）さん
ビジターの紹介　親睦委員会　高木委員長
五十嵐弘行君（水原 RC）
ビジターへの謝辞
ロータリー財団委員会　姉崎委員長
野田誠記君から $100 いただきました。
米山奨学委員会　谷合委員長
野田誠記君、青池秀夫君からそれぞれ 1 万円
いただきました。
ニコニコボックス紹介　吉村（美）委員
大澤　力君　片野さん、今日は会員スピーチ
をゆずって頂いてありがとうございます。

ニコニコ BOX 総計 422,000 円

幹事報告　小林幹事
6 月 26 日（日）IM 開催されます。50% 出席
要請が来ております。現在 10 名の申し込みを
受けておりますが、参加したことがない方は
特にご協力お願いします。

会員スピーチ
　『クラブ戦略計画委員会　DEI を考える』
　　　　クラブ戦略計画委員会
　　　　　　　　　　　  委員長　大澤 力君
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5/19
会員数 出席者数 欠席者数 出席率
40（38）名 24名 14名 63.16％

4/28
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％


