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第 2,242 回
2022・6 月 30 日

本日の例会案内（6 月 30 日）
年度最終例会につき卓話なし

第 2239 回 2022 年 5 月 26 日例会報告
点鐘
会長挨拶
皆様こんにちは。もう 5 月も終わろうとしています
が、2 日の創立記念夜例会、9 日、16 日は休会とな
りますので残り 3 回となってしまいました。
先週の例会では大澤委員長より DEI 多様性、公平
さ、インクルージョン（包摂的）について卓話があり
ました。この多様性、公平さ、インクルージョンの原
則がロータリーのあらゆる活動に根づくよう進めて
いく必要があると認識しました。これを本年度に照
らし合わせてみると、公平さにおいて２つのことが
あてはまるのではないかと考えます。
ひとつは毎月行っている従来の会員結婚祝いを、会
社設立祝いに改めたことです。これは全員が該当す
ることでは無いので、公平さに欠けることから会社
設立祝いとして改めた次第です。もうひとつは私自
身入会当初から疑問に思っていたことで、月末のカ
レーです。このいきさつを調べると、ある方の提案で
食事代の差額を寄付に回すということで、カレーな
ら料金を安く抑えられるということで、月末の食事
メニューをカレーにして差額を財団？に寄付すると
いうことにして、長い年月慣習として続いていたそ
うです。現在では高級カレーになって差額は発生し
ておらず、月末のカレーという慣習だけが残ってい
たという状態でした。これについても単年度の組織
であるのに、個人の意見が長く慣習として残ってい
る現状に違和感を覚えたこと、そしてなにより、寄付
は自発的または個々の選択で行うものでは？と感じ
たことを踏まえ、一度断ち切ろうと思った次第です。
この公平さの観点から、２つを変更させていただき
ました。しかしこれも単年度ですので、次年度以降は
変えてもらって何ら構いません。
本日のゲストは行形亭の行形社長より卓話をお願い
しました。後程よろしくお願いします。それでは本日

もよろしくお願いします。
100% 出席バッチの贈呈 小林（千）幹事
18 年 野田誠記君
ロータリー情報委員会 青池委員長
6 月 23 日例会後にロータリー情報委員会を開催し
ます。
国際奉仕委員会 馬場委員長
6 月 30 日キャップ回収します。
ニコニコボックス紹介 神林委員
野田誠記君 100% バッチをいただきまして。
鈴木賢一君 設立祝いただきました。コロナに感染
して昼酒など乱れた食生活で太りました。皆さんも
気をつけて下さい。
吉村鳳一君 一昨日の夜財布を落としましたが、無
事交番から電話があり昨日受取りました。世の中に
感謝します。ありがとうございました。
小林 治君 設立記念を頂きありがとうございます。
ニコニコ BOX 総計 433,000 円

幹事報告 小林幹事
・次週 6 月 2 日は創立記念夜例会です。
昼の例会はございません。
・本日、例会後に理事会開催します。
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
第 2239 回
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2022 年 5 月 26 日例会報告

会員数

出席者数

欠席者数

出席率

40（38）名

29 名

9名

76.32％

メークアップを メークアップ後 メークアップ後
含む出席者
欠席者数
出席率

24 名

15 名

61.54％

月出席率

第 2240 回 2022 年 6 月 2 日
創立記念夜例会報告
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会員数

出席者数

欠席者数

出席率

40（39）名

23 名

16 名

58.97％

29 名

9名

76.32％

メークアップを メークアップ後 メークアップ後
含む出席者
欠席者数
出席率

ゲスト

月出席率

米山奨学生 扎蘇那さん

アトラクション〜フルート & ピアノ演奏〜
フルート演奏 篠田 美瑞氏
ピアノ演奏 斎藤 愛子氏
第 2241 回 2022 年 6 月 23 日例会報告
点鐘
会長挨拶
皆様こんにちは。規定適用休会と 3RC 合同例会中止
により、2 週間ぶりの例会となりました。また来週
は年度最後なので、本年度最後の通常例会となりま
した。
先週土曜日はロータリー奉仕デーに参加された皆様
お疲れさまでした。小針浜夕日時計の発掘が、最初に
思っていたよりも広範囲に深掘しなければならな
かったので、本当に汗というか、大汗を流した方が多
かったのではないでしょうか。
報道の面でも太田さんのお力で、夕方 5 時 20 分の
TeNY のニュースで放映いただき、また 21 日の新
潟日報朝刊でも掲載されました。しかしながら新潟
西ロータリークラブの名前が前面に出なかったの
は少々残念でした。柳原さんのタスキに新潟西 RC
の文字が映っていたのが、せめてもの証拠となりま
した。
話は変わりますが、いくつかお知らせがあります。昨
日、日報にも掲載されていましたが、後藤社長が退任
され、宮崎様が新たに社長に就任されるとの事です。
後藤社長には 2 年連続プログラム委員長をお引き受
けいただき、私としてはただただ感謝あるのみです。
そして任期満了までお引き受けいただいたことに対
しても、本当にありがとうございました。この場を借
りて、改めて感謝申し上げる次第です。
次に五泉 RC 解散の連絡がありました。きている文
章を読みます。
最後にウクライナ支援報告について、ガバナー会あ
てに支援報告依頼があったので、皆様から寄付をい
ただいた 45,000 円を支援したことを報告しました。
本日のゲストを紹介します。最終卓話は、東京電力
ホールディングス株式会社の下山様にお願いしてお
ります。後程よろしくお願いします。また本日は片山
ガバナー補佐、森田次年度ガバナー補佐にお越しい
ただいております。後程ご挨拶よろしくお願いしま
す。それでは本日もよろしくお願いします。
ビジターの紹介 親睦委員会 高木委員長
片山 政博君（新潟東 RC）
ビジターへの謝辞
片山政博 2021-22 年度ガバナー補佐 挨拶

誕生・創立記念日お祝い品の贈呈 高木親睦委員長
6 月お誕生日お祝い
19 日 鈴木賢一君
22 日 稲葉忠克君
6 月創立記念日お祝い
23 日 中郡正和君
公共イメージ向上委員会 諏佐委員長
ロータリーの友紹介（毎月第二例会）
岡田ロータリー奉仕デー実行委員
6 月 18 日（土）ロータリー奉仕デーの報告と御礼
ロータリー財団委員会 小林（千）幹事
森田雅巳君、諏佐 渉君からそれぞれ $100 いただ
きました。
米山奨学委員会 谷合委員長
小林千鶴君から 5 千円、柳原大輝君、森田雅巳君、馬
場伸行君、谷合伸郷君、吉村美穂君、諏佐 渉君、小林
治君、吉村鳳一君、中山雄二君、中村文彦君、高木豊隆
君、岡田亮一君、今野克久君からそれぞれ 1 万円、三
浦英敏君から 2 万円いただきました。
ニコニコボックス紹介 小林（治）委員
片山政博君 一年間お世話になりました。
鈴木賢一君 56 歳になりました。還暦に近づいてゆ
きます…
吉村鳳一君 昨晩携帯電話を落としましたが今朝無
事に東警察署に取りに行って来ました。この世の全
ての皆様に感謝します。
稲葉忠克君 誕生日祝いありがとうございます。
中郡正和君 記念を頂いてありがとうございます。
柳原大輝君 先日の社会奉仕デーおつかれ様でし
た。穴掘でセンターとらせていただきました。ありが
とうございます。
ニコニコ BOX 総計 448,000 円

退会挨拶・バナー贈呈

後藤克洋君

幹事報告 小林幹事
勉強会参加の方は例会後お向いの会場にお願いし
ます。
卓話
『東京電力ホールディングス株式会社
新潟本社の取り組みについて』
東京電力ホールディングス株式会社
新潟本社渉外・広報部広報グループ
グループマネージャー 下山 晃宏氏
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2022 年 6 月 23 日例会報告

会員数

出席者数

欠席者数

出席率

40（38）名

29 名

9名

76.32％

メークアップを メークアップ後 メークアップ後
含む出席者
欠席者数
出席率

30 名

8名

78.95％

月出席率

