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第 2253 回　2022 年 9 月 29 日例会報告
点鐘
会長挨拶
皆様こんにちは。台風も過ぎ、秋らしい大変過ごし
やすい気候となってきました。おとといの 27 日に
高橋年度の地区ゴルフ大会が紫雲ゴルフ倶楽部で
開催されました。あいにくの曇りで時たま小雨の
ような天気でした。20 名の西クラブの精鋭メン
バーが日ごろの練習の成果を発揮できたかはわか
りませんが、団体戦と個人戦があり 11 月の地区大
会で発表されるのを楽しみにしております。参加
されました皆様はお疲れさまでした。
10 月 2 日には旧 7RC の野球大会が北区の木崎球
場で開催されます。コロナ禍により 2 年連続で中
止となっていたため、久しぶりの開催で楽しみに
しております。野球同好会の皆様は怪我に気を付
けてプレーしていただきたいと思います。参加さ
れない皆様は応援をよろしくお願いいたします。
本日はロータリー財団のお話をさせていただきま
す。2021-2022年度でグローバル補助金1,190件、
地区補助金 470 件、災害救援補助金 225 件の授与
をし、総額 4 億 3,400 万ドルを集めることができ
たそうです。この支援のおかげで、出口の見えない
現在の状況において支援を必要とする人々に手を
差し伸べることができます。人々の健康状態を改
善し、質の高い教育を提供し、環境を保護し貧困を
緩和することができます。このように地域社会を
よりよくする活動を継続していくことが必要なの 

です。ポリオの根絶活動も含めましてより一層の
ご理解、ご協力を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。

ビジター紹介　谷合親睦委員長
新潟万代 1 名
ビジターへの謝辞　中郡会長
伝達
ロータリー財団委員会　（代）新澤幹事
片野　勉君から＄100 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
現地集合ご協力お願い
ニコニコボックス紹介　神林委員
柳原大輝君　地区大会ゴルフお疲れ様でした。西
RC 内のコンペで優勝しましたのでニコニコしま
す。本日、長谷川社長卓話の方宜しくお願いします。

ニコニコ BOX 総計 139,000 円

幹事報告　新澤幹事
・本日例会終了後、4F「白鳥の間」に於いて理事

役員会を開催いたします。
・地区大会記念ゴルフ大会の御礼。
・IM 開催日延期のお知らせについて。

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

本日の例会案内（10 月 20 日）
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　義実氏



第 2253 回　2022 年 9 月 29 日例会報告

9/29
会員数 出席者数 欠席者数 出席率

40（38）名 26名 12名 68.42％

9/8
メークアップを
含む出席者

メークアップ後
欠席者数

メークアップ後
出席率 月出席率

31名 8名 79.49％

第 2254 回　2022 年10 月 6 日例会報告
点鐘
会長挨拶
皆様こんにちは。10 月に入りまして昨日から一
気に秋めいた涼しさになり、冬の訪れも近いよう
に感じられる季節となりました。非常に体調管理
の難しい季節ですのでお気を付けください。10
月 2 日に旧 7RC 野球大会が北区木崎球場にて行
われました。奨学生のチャスナさんも応援にかけ
つけましたが、残念ながら南 RC に 5 対 1 で惜敗
という結果になりました。ちなみに優勝は南 RC
でした。野球同好会の皆様は怪我人も出ず、大変お
疲れさまでした。応援に来られた皆様もありがと
うございました。
さて、10 月は米山月間となっております。ロータ
リー米山記念奨学事業は、1952 年に設立された
奨学事業に端を発しております。日本と世界を結
ぶ懸け橋となって国際社会で活躍し、ロータリー
のよき理解者となる人材を育成するための事業で
す。これまで累計で 2022 年 7 月現在 22,875 名、
その出身国は、世界 129 の国と地域に及んでいま
す。奨学生は、世話クラブとの交流も行われ、有為
の人材が成長していく様子を身近で見守ることが
でき、浄財が有効に活用されていることを実感で
きます。また、奨学生が終了しても日本、世界の各
地で学友会を作って、まさに日本と世界の懸け橋
となって活動をしております。このような事業を
ロータリーの重要な活動として発展させていくた
めに、是非とも引き続き皆様のご理解、ご協力をお
願い致します。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　谷合親睦委員長
新潟万代 1 名
ビジターへの謝辞　中郡会長
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
10 月お誕生日お祝い
19 日　渡辺要一君
25 日 小林　治君

10 月設立記念日お祝い
  5 日　宮崎　誠君
21 日　馬場伸行君
米山奨学委員会　吉村（美）委員長
中郡正和君、加地正樹君、中山雄二君、森田雅巳君、
吉村美穂君からそれぞれ 1 万円、三浦英敏君、稲葉
忠克君からそれぞれ 2 万円いただきました。
ニコニコボックス紹介　大田委員
岡田亮一君　7RC 野球大会で VP 賞いただきあり
がとうございました。結果は残念でしたが来年も
よろしくお願いします。
宮崎　誠君　10 月 5 日設立記念日でした。お祝い
ありがとうございます。

ニコニコ BOX 総計 143,000 円

幹事報告　新澤幹事
・今月のロータリーレート　1 ドル 145 円
・次週は月見夜例会の為、昼の例会はございません。

卓話
　『 モンゴル民族の暮らしin中国内モンゴル自治区』 

　　　　  米山奨学生　扎蘇那（チャスナ）さん

第 2254 回　2022 年10 月 6 日例会報告

10/6
会員数 出席者数 欠席者数 出席率

40（38）名 27名 11名 71.05％

9/15
メークアップを
含む出席者

メークアップ後
欠席者数

メークアップ後
出席率 月出席率

27名 12名 68.42％

第 2255 回　2022 年10 月13 日月見例会報告
於　割烹 岡田

10/13
会員数 出席者数 欠席者数 出席率

40（38）名 24名 14名 63.16％

9/29
メークアップを
含む出席者

メークアップ後
欠席者数

メークアップ後
出席率 月出席率

28名 10名 73.68％


