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第 2,258 回
2022・11 月 10 日

本日の例会案内（11 月 10 日）
卓話 『新潟県 県民性の歴史と民俗③
消費生活の県民性』
新潟青陵大学 福祉心理学部
特任教授 伊藤 充先生

第 2256 回 2022 年 10月 20日例会報告
点鐘
会長挨拶
皆様こんにちは。10 月下旬となり気候もちょう
どよい季節となり、
紅葉もきれいに色づいてくる
時期となりました。
新潟割など割安での旅行など
もありますので、
紅葉を見ながらの温泉などを楽
しんでいただければと思います。
先週は、月見例会でした。岡田さんのところで料
理を楽しみながら、
新潟芸妓の踊りを見させてい
ただきました。23 名での非常に有意義な月見例
会となりました。
岡田さんありがとうございまし
た。次年度は、毎年恒例の温泉での例会が開催さ
れることを楽しみにしております。
さて、
今月は米山月間です。
米山月間は、
国際ロー
タリー理事会が指定したロータリーの特別月間
とは別に日本独自の月間テーマとしております。
1975 年 8 月、米山梅吉翁が逝去した 4 月 28 日
までの 1 週間を
「米山週間」とすることが決定い
たしました。
しかし、1980 年度になると
「米山週
間」を 10 月 1 日～ 7 日までに変更されました。
なぜかというと、4 月には
「ロータリー雑誌週間」
が 4 月で重なっていたことと、
クラブへ送付され
る事業報告書などの資料の数字が約 1 年前のも
のになることや、
何よりも米山基金から日本全地
区クラブの共同事業とする決議や合意がおこな
われた地区大会がいずれも 10 月だったことが 1
番大きな理由とされているそうです。1983 年よ
り
「週間」から
「月間」となり定着し今に至ってお

ります。今後とも米山奨学事業への理解促進と、
クラブの各自目標への達成のご協力をよろしく
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。
伝達
公共イメージ向上委員会 諏佐委員長
ロータリーの友 10 月号紹介
（毎月第二例会）
米山奨学委員会 （代）新澤幹事
青池秀夫君、吉村鳳一君、大澤 力君からそれぞ
れ 1 万円いただきました。
社会奉仕委員会 岡田委員長
10 月 29 日天使園清掃活動
現在 15 名の参加者なので、自家用車でお越しい
ただいても大丈夫です。
ニコニコボックス紹介 神林委員
馬場伸行君 お祝いをいただいて。
田村 修君 先日、
ゴルフコンペで繰り上げ優勝
したのでニコニコします。
バンカーで多少キレた
のが良かったなんて少し複雑な感じです。
ニコニコ BOX 総計 148,000 円

卓話
『商いと私とご縁』
㈱スノーピークローカルフーズ
代表取締役社長 関
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会員数

出席者数

欠席者数

出席率

40（38）名

27 名

11 名

71.05％

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

31 名

7名

81.58％

月出席率

第2257 回 2022 年 10月 27日例会報告
点鐘
会長挨拶
皆様こんにちは。11 月まであと数日となり、寒
い日も増えてきて体調管理が大変な季節になっ
てきました。
予報によりますと、12 月、
来年 1 月
は昨年より降雪が多いとのことです。
早めのタイ
ヤ交換が必要かもしれないですね。また今年は、
コロナと同時にインフルエンザも流行る可能性
があるとのことです。
両方の予防接種を打つこと
も可能なので早めの対応に努めてください。
今週月曜日 10 月 24 日は世界ポリオデーでした。
皆様のご協力により過去 30 年間でポリオ発症者
数を 99.9％削減し、大きな進展を遂げることが
できました。しかし、最近のニュースでもお分か
りの通り根絶が完了しているわけではありませ
ん。
長年ポリオがなかった地域での存在が明らか
になっております。
米国では、
ワクチン未接種の男性にポリオによる
身体まひが生じ、英国では、下水サンプルからポ
リオウイルスが検出され、
マラウイでは子供がポ
リオに感染し、またモザンビークでは、30 年ぶ
りに野生型ポリオウイルスが発生したと発表さ
れました。
世界において、
どこかにポリオが存在する限り世
界にとって脅威となりうることを示しています。
ポリオを根絶できなければ、10 年以内に毎年
20 万人が新たにポリオで苦しむ可能性があるそ
うです。
ポリオから世界中の子供たちを守るため
に、
ポリオに対する認識の向上と皆様からのご支
援が必要なのです。
今後ともご協力をよろしくお
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
ビジターへの謝辞
第 2560 地区米山記念奨学委員会
おさむ

副委員長 野澤 修君（新潟東 RC）挨拶
定款・細則改定検討委員会 大澤委員長
定款・細則の改定について、
変更点は告示の近く
にございますので、
ご確認下さい。
伝達
ロータリー財団委員会 （代）新澤幹事
片野 勉君、
野田誠記君からそれぞれ＄100 いた
だきました。
米山奨学委員会 吉村（美）委員長
大野康則君、馬場伸行君、野田誠記君からそれぞ
れ 1 万円いただきました。
社会奉仕委員会 岡田委員長
10 月 29 日天使園清掃活動の当日スケジュール
について

ニコニコボックス紹介 柳原委員
野澤 修君（新潟東 RC） 中郡会長、新澤幹事
をはじめ新潟西クラブの皆様、本日はよろしくお願
い致します。
ニコニコ BOX 総計 150,000 円

幹事報告 新澤幹事
・本日例会終了後、定例理事会を 5F「メイフェ
ア」に於いて開催いたします。
卓話
『〜夢中が会社を変える〜
新時代における夢中の可能性』
㈱ソルメディエージ CEO 丸山 健太氏
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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

27 名

11 名

月出席率

71.05％

年次総会開催告示
新潟西ロータリークラブ年次総会を下記により
開催いたします
期

日

 和四年十二月一日
令
（木曜日・第一例会）

付議事項
一、次々年度会長の選出、承認
一、次年度役員の選出、承認 幹事・副会長・
会計・会場監督
一、次年度理事の選出、承認 親睦活動委員長・
青少年奉仕委員長・職業奉仕委員長・
国際奉仕委員長・社会奉仕委員長・
プログラム委員長・副幹事
一、クラブ定款・細則改訂 承認
一、現年度支出入中間報告及び、前年度財務報告
以上クラブ細則第五条第一節及により告示し
ます。
令和四年十月二十七日
新潟西ロータリークラブ
会 長

中郡

正和

