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第 2,249 回
2022・8 月 25 日

本日の例会案内（8 月 25 日）
卓話 ガバナー公式訪問 ガバナー講話
第 2560 地区 ガバナー
高橋秀樹ガバナー（新潟 RC）

第 2247 回 2022 年 8 月 4 日例会報告
点鐘
会長挨拶
皆様こんにちは。先週は、夕日例会をオークラホテ
ルの 15 階のビアガーデンで行いました。コロナの
蔓延により、24 名の参加予定が結果 16 名での開
催でした。感染対策、予防を行いながらの例会、懇
親会を夕日を見ながらの、川風をうけながら皆様
と楽しみました。ご参加の皆様ありがとうござい
ました。
新潟県も感染者が軒並み 2000 人を超えている現
状です。昨日もコロナ患者の病床使用率が 59％を
超えて BA-5 対策強化宣言を出すのではないかと
危惧しております。また、高齢者に 4 回目のワクチ
ン接種が始まりました。今後随時、医療従事者等に
範囲を広げて、一般の方々にも接種ができるよう
になります。ぜひ皆さんも接種をおすすめいたし
ます。昨日は下越地区、特に村上市、関川村では線
状降水帯の警報も出まして、多大の被害が出まし
た。被害にあわれた方々にお見舞い申し上げます。
今月のガバナー月信が配信されました。西 RC の
ホームページから地区のホームページへとご覧に
なれます。その中から、ポリオの根絶ですが、全世
界からポリオが殆どなくなったという印象を持っ
ている方も少なくないと思いますが、野生株の感
染者がいる限り、いつ感染が再拡大するかわかり
ません。最後まで、根絶活動を貫きましょう。
また、ロータリーの 7 大重点分野が改めて強調さ

れました。平和の推進、疾病との戦い、水と衛生、教
育の支援、母子の健康、地域経済の発展、環境保護
（災害支援も含む）であります。なかなか、難しい内
容ですが、我がクラブでも、活動できる内容を把握
し、実行し、成長し発展につながるよう努力してい
きましょう。よろしくお願いいたします。
会長挨拶は以上となります。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・設立記念日お祝い品の贈呈
谷合親睦委員長
8 月お誕生日お祝い
15 日 中郡正和君
8 月設立記念日お祝い
1 日 青池秀夫君
1 日 三浦英敏君
1 日 大澤 力君
1 日 諏佐 渉君
25 日 高橋治孝君
ロータリー財団委員会 小林（治）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 吉村（美）委員長
野田誠記君、中山雄二君、大澤 力君、柳原大輝君、
小林 治君からそれぞれ 1 万円いただきました。
ニコニコボックス紹介 神林委員
中郡正和君 誕生日祝いをいただいて！！
青池秀夫君 創立記念ありがとうございます。
三浦英敏君 設立記念ありがとうございます。
大澤 力君 設立記念日お祝いありがとうござい
ます。
ニコニコ BOX 総計 82,000 円

幹事報告 新澤幹事
・今月のロータリーレート

1 ドル 133 円

卓話
『ミセスコンテストグランプリ &
人気インスタグラマーが伝える
SNS 基礎講座』
（有）光明舎 / ささがわコンタクトレンズ
代表取締役 笹川 正子氏（長岡西 RC）
第 2247 回
8/4

7/21

2022 年 8 月 4 日例会報告

会員数

出席者数

欠席者数

出席率

40（38）名

26 名

12 名

68.42％

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

28 名

10 名

月出席率

73.68％

第 2248 回 2022 年 8 月 18 日例会報告
点鐘
会長挨拶
皆様こんにちは。お盆も終わり、暑かった毎日が少
しずつ朝晩が涼しくなってきましたが、今後も残
暑が残る天気予報のようです。皆様も健康管理に
今後も注意してください。
夏の風物詩の高校野球が毎日テレビで放映されて
おります。今年から観戦者を入れての甲子園はや
はり昨年と比べてダイナミックさが違う感じに受
け取れました。残念ながら新潟代表の文理高校は
1 回戦で負けてしまいましたが、本日から準々決
勝が始まり、また熱戦を応援したいと思います。
今月は会員増強・新クラブ結成推進月間です。先
月の 30 日に 2560 地区で会員増強セミナーが開
催されまして、会員増強委員長の今野さんが参加
され、クラブ戦略委員会の大澤さんが西クラブの
活動報告を行いました。
RI 会長ジェニファー・ジョーンズさんは、
「 会員
の居心地のよさと配慮に焦点を当てることです。
誰をも温かく迎えるクラブの環境づくりに取り組
むのに最適な機会となります。会員の話に耳を傾
け、会員がロータリーに何を望んでいるかを理解
することで、会員がクラブにとどまり続ける可能
性が高まります。」と言っています。以上のことを
踏まえて、クラブ戦略委員会とともに西クラブで
の居心地よさと配慮とは何かを追求して、会員増
強につなげていきたいと思います。
来週は、ガバナー訪問です。高橋ガバナー、森田第
2 分区ガバナー補佐、小川副地区幹事が訪問いた
します。この時期ですが、対面での訪問ということ
で最大限のお迎えをし、全員で歓迎いたしましょ

う。当日は、ガバナーがおいでになってからの食事
となりますので、お気を付けください。8 月のハ
イライトよねやまが届いておりますので、ホーム
ページでご覧ください。
以上で会長の挨拶とさせていただきます。ありが
とうございました。
ニコニコボックス紹介 神林委員長
吉村鳳一君 6/30 に無くしたと思っていた腕時
計が自宅から見つかりました。何故か鏡台の中か
ら出てきました。ご心配をかけました。皆様ありが
とうございました。
長谷川英郁君 誕生日祝い頂きました。ありがと
うございます。
ニコニコ BOX 総計 86,000 円
幹事報告 姉崎副幹事
・例会終了後、4F「白鳥の間」に於いて理事会を
開催いたします。
卓話
『ベトナムのダクラク省の
ポテンシャルと発展見込み』
株式会社リンコネクト
代表取締役 ファム・フォン・リン氏
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2022 年 8 月 18 日例会報告

会員数

出席者数

欠席者数

出席率

40（38）名

26 名

12 名

68.42％

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

21 名

17 名

55.26％

月出席率

