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第 2,251 回
2022・9 月 8 日

本日の例会案内（9 月 8 日）
卓話 『新潟のために 未来のために
一緒に育てませんか？』
株式会社新潟プロバスケットボール
代表取締役社長 川上 明氏

第 2249 回 2022 年 8 月 25 日例会報告
点鐘
会長挨拶
皆様こんにちは。
本日は、
髙橋ガバナー、
森田第 2 分
区ガバナー補佐においでいただきました。ようこ
そ西クラブへ。先ほど、11 時より懇談会を開きま
して、今年度の西クラブの事業計画の内容を説明さ
せていただきました。クラブ戦略の内容を明確にし
ているとのお褒めの言葉をいただきました。また、
ロータリーの広報の活動として意見交換いたしま
した。
今年度のジェニファー・ジョーンズ RI 会長の
テーマ 「イマジンロータリー」
今年度の地区運営方針 「再生、
新生、
共生」
新潟西ロータリークラブ
2022-2025 年度クラブ戦略計画
クラブビジョン
会員であることに誇りを持ち、楽しく活力と多様
性のあるインクルーシブなクラブにし、世界に地
域に貢献する。
戦略的優先事項
1. 会員維持・増強
（多様な会員基盤の構築）
2. 継続した奉仕プロジェクトの確立
3.多様性・公平さ・
インクルージョン
（DEI）
の推進
以上をかかげ、ガバナー運営方針に則って、西クラ
ブの自力とパワーで達成するように行動していき
たいと思います。
今後も 9 月に地区ゴルフ大会、10 月に IM、ライラ

11 月に地区大会と今年度の行事も目まぐるしくあ
りますが、微力ながらわが西クラブもご協力、ご支
援させていただきますのでよろしくお願いいたし
ます。以上で会長挨拶とさせていただきます。あり
がとうございました。
ビジター紹介 大澤親睦委員
国際ロータリー第 2560 地区
髙橋英樹 ガバナー
国際ロータリー第 2560 地区
森田順一 第 2 分区ガバナー補佐
ビジターへの謝辞 中郡会長
ロータリー財団委員会 小林（治）委員長
吉村鳳一君、田村 修君からそれぞれ＄100 いただ
きました。
米山奨学委員会 吉村（美）委員長
青池秀夫君から 1 万円、中村文彦君から 3 千円い
ただきました。
ニコニコボックス紹介 神林委員
髙橋ガバナー 髙橋ガバナーからいただきました。
森田順一ガバナー補佐 今日は髙橋ガバナーが訪
問に来ました。宜しくお願い致します。
中郡会長・新澤幹事 髙橋ガバナー、森田ガバナー
補佐、ご訪問ありがとうございます。
青池秀夫君 ガバナーご一行様を歓迎して。
馬場伸行君 髙橋ガバナーをお迎えして。
鈴木賢一君 若きガバナー髙橋先生！今日はよろ
しくお願いします。
加地正樹君 髙橋ガバナーをお迎えして。
中山雄二君 髙橋ガバナー、森田ガバナー補佐、よ
うこそ新潟西ロータリークラブへ。今日はよろしく
お願いします。
大澤 力君 髙橋ガバナー、森田ガバナー補佐よう
こそ。
中村文彦君 髙橋ガバナー、森田ガバナー補佐ご訪
問ありがとうございます。
小林千鶴君 髙橋ガバナー、森田ガバナー補佐ご訪
問ありがとうございます。
今野克久君 髙橋ガバナー、森田ガバナー補佐ご訪
問ありがとうございます。

ニコニコ BOX 総計 112,000 円
卓話
『髙橋ガバナーご講話』
国際ロータリー第 2560 地区
ガバナー 髙橋 英樹氏
第 2249 回
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2022 年 8 月 25 日例会報告

会員数

出席者数

欠席者数

出席率

40（38）名

28 名

10 名

73.68％

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

26 名

12 名

月出席率

68.42％

第 2250 回 2022 年 9 月 1 日例会報告
点鐘
会長挨拶
皆様こんにちは。先週は、ガバナー訪問でした。髙橋
ガバナーより貴重な講話をいただきました。
西クラブもクラブ戦略の目標、数値を挙げての活動
に非常にお褒めの言葉をいただきました。今後も持
続的に行っていきたいと思います。
また、先週、今年度初めての会長、幹事会を行いまし
て、非常に意見交流が多くあり、意義のある会にな
りました。ちなみに今年度 IM は 10 月の開催が中
止となり、来年の 4 ～ 5 月に行うそうです。次年度
の IM は西クラブが主催となり先週の理事会で吉
村さんが実行委員長となり進めてまいりますので
よろしくお願いいたします。
いまだ、ニュースで騒いでいます、ウクライナ危機
ですが、
ロシアがウクライナへ侵略して 6 か月たち
ますが、いまだ解決、決着が見えません。ロータリー
財団と世界中のロータリー会員が戦争で家を失っ
たウクライナの人々に資金、物資、サービスを提供
するために迅速に行動しています。ロータリー財
団は 1500 万ドル以上の寄付を集め、日本からは約
334 万ドル
（DDF 寄付を含む）もの寄付がありまし
た。水、食料、シェルター、医薬品、衣料などの必需品
の提供の支援も行っております。このように寄付と
ともに人道的支援も行っております。いち早く、速
やかに平和になることを願います。
また、野球の本場アメリカで活躍するエンゼルス
の大谷翔平選手がベーブ・ルース以来の 104 年ぶ
りとなる同シーズン「2 桁勝利、2 桁本塁打」を成
し遂げ、この快挙に日本中がわき返りました。ロー
タリーの英文機関紙「Rotary」誌の 8 月号に活躍に
言及した記事が掲載されました。日本だけでなく世
界が活躍に興奮していたことに驚いております。ち
なみに記事には千葉ロッテマリーンズ佐々木朗希
選手も紹介がありました。野球ファンのロータリー
ファミリーには嬉しい内容ですね。
まだ、残暑が厳しかったり、雨でじめじめしたりと
体調管理がしにくい季節ですが是非ご自愛いただ
きますようお願い申し上げます。以上で会長挨拶と
させていただきます。
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
9 月お誕生日お祝い
8 日 高木豊隆君
24 日 青池秀夫君
25 日 米山一史君
9 月設立記念日お祝い
1 日 高木豊隆君
5 日 相沢一雄君
6 日 吉村美穂君
7 日 小林千鶴君
14 日 吉村鳳一君
米山奨学委員会 吉村（美）委員長
田村 修君から 1 万円いただきました。
社会奉仕委員会 岡田委員長
天使園の清掃 10 月 29 日
（土）
に活動実施予定です。
ニコニコボックス紹介 柳原委員
高木豊隆君 誕生日・設立記念祝ありがとうござ
います。
小林千鶴君 設立記念日祝いを頂きありがとうご
ざいます。やっと 12 年過ぎたと思い出しました。
今後もムリせずがんばりたいと思います。
吉村鳳一君 設立記念お祝いありがとうございま
す。会社を無くさないように頑張ります。
（東警察に落ちてませんから）
青池秀夫君 誕生祝を有難うございます。
吉村美穂君 会社設立祝いありがとうございます。
46 周年になりました！引き続きがんばります。

ニコニコ BOX 総計 127,000 円
幹事報告 新澤幹事
・今月のロータリーレート 1 ドル 139 円
・例会終了後、ライラ準備委員会を開催します。
卓話
『新 潟から世界一を生み出す！
地域スポーツがもたらすもの』
日本水泳連盟 2021・2022 年
オリンピック強化コーチ 森 和希氏
第 2250 回
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2022 年 9 月 1 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

26 名

12 名

68.42％

月出席率

