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第 2,253 回
2022・9 月 29 日
本日の例会案内（9 月 29 日）
卓話 『コロナ禍における
調剤薬局の取組みと可能性』
（有）鶴屋いろは堂
代表取締役 長谷川俊太郎氏

第 2251 回 2022 年 9 月 8 日例会報告
点鐘
会長挨拶
皆様こんにちは。日、月曜に台風 11 号によ
る沖 縄、長 崎 等での雨 風の被 害が 報 告さ
れ、台風の恐ろしさを今一度確認いたしま
した。新潟は影響もなくフェーン現象で 35
度を超える日があり、汗をかく二日間（月、
火曜）でした。
さて、西ロータリーでは、10 月 29 日土曜
日に継続した奉仕プロジェクトであります
天使園での清掃等の活動を岡田社会奉仕
委員長のもとに計画しております。
この事業
は中村年度から続けてきた奉仕活動であり
ます。昨年は、コロナの影響もあり、天使園
の子供たちと触れ合いながらのチューリッ
プの球根植え等ができなかったため、今年
度は一緒に活動できることを期待していま
す。ロータリーの活動は、
このような奉仕活
動を通じて変化をもたらし、生涯の友情を
築くことです。
このような効果的なプロジェク
トを実施し、グローバルなコミュニティとつ
ながる多くの機会を作ることができます。皆
様の参加をお願いいたします。
今月は 27 日地 区のゴルフ大 会、10 月 2

日には 7RC の野球大会などとスポーツの
季節になってきます。
まだコロナとの共生を
しながら、無理せず、年齢を考えながら楽し
んでいただければと思います。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。
公共イメージ向上委員会 諏佐委員長
ロータリーの友 9月号紹介
（毎月第二例会）
米山奨学委員会 （代）新澤幹事
田中壮一君から 1 万円いただきました。
野球同好会 谷合君
10 月 2 日 7RC 野球大会
球場変更のお知らせ
ニコニコボックス紹介 神林委員
諏佐 渉君 設立お祝いありがとうござ
います。
ニコニコ BOX 総計 130,000 円

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
第一事業本部長 早川 貴章氏
第一営業部長

あつひろ

北澤 淳弘氏
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会員数

出席者数

欠席者数

出席率

40（39）名

25 名

14 名

64.10％

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

29 名

9名

月出席率

76.32％

第 2252 回 2022 年 9 月 15 日例会報告
点鐘
会長挨拶
皆さんこんにちは。早いもので、
８月も終わり
９月も半ばになり、今年も残り３か月を切り
ました。時の経つのがあっという間で、なか
なか年齢を感じてしまう毎日です。
本日１５日は、むかし敬老の日でした。今年
は、来週１９日となります。
２００１年の法改
正によりハッピーマンデー制度が導入され
てのことでした。
なぜ敬老の日が９月１５日だったのかという
と、諸説ありますが、一つ目は、敬老会の開
催日だったからのようです。敬老会のルー
ツは、兵庫県北播磨にある多可町で村長が
「お年寄りを大切にして村の発展のために
知恵を借りよう」
と提唱し、敬老会を開催し
たからのようです。二つ目は、聖徳太子が大
阪の四天王寺に悲田院を建立した日だから
というもの。三つ目は、
７１７年に元正天皇
が養老の滝に御行（ぎょこう）
した日という説
に由来したからです。なんにしてもご存命の
お父様、お母様、親戚の方々を敬い、お祝い
していただけたらと思います。
来月１０月は、米 山月間です。毎 年 恒 例の
「豆辞典」を一人一冊お渡しいたします。米
山記念奨学事業についてほぼ網羅しており
ますので、是非お読みいただければと思い
ます。
事業の一例をご紹介すると、モンゴルで日
本関連最大イベント、ジャパンフェスティバ
ルモンゴルで、モンゴルの米山学友会会長
のウドワル・セデバゼルさんがブースを設
け、学生寮に図書を寄贈する
「図書館プロ
ジェクト」を行い、たくさんの本を寄付した
そうです。
１年に１度の米山月間です。
ロータリー会員
の減少に伴い普通寄付が減少しているそう
です。皆様のご協力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。
はるいち

ビジター紹介 石川 治壱会長（新潟 RC）
ビジターへの謝辞
地区大会開催のご案内及び、
コホストお引き受け御礼
石川 治壱会長（新潟 RC）
伝達 第 20 回米山功労クラブ 感謝状
ロータリー財団委員会 小林（治）委員長
田中壮一君、大野康則君からそれぞれ＄100
いただきました。
ニコニコボックス紹介 柳原委員
石川治壱会長 本日は新潟西クラブの例会
に地区大会のご案内でお邪魔させていただ
きました。
あと 2 ヶ月となりました。
しっかり準
備してまいりますので宜しくお願い致します。
大澤 力君 ようこそ、ミス・アース・ジャ
パン新潟御一行様。あとで、写真お願いし
ます。
山木英明君 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 137,000 円

幹事報告 新澤幹事
・次週 9 月 22 日は規定適用休会です。
卓話
『ミス・アース・ジャパン新潟
2021年の活動報告・
2022年の大会報告』
ミス・アース・ジャパン かのうだ
2021 新潟グランプリ
叶多 栞氏
2022 新潟グランプリ

り

り

か

清水莉李加氏
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会員数

出席者数

欠席者数

出席率

40（39）名

21 名

18 名

53.85％

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

