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第2258 回　2022年11 月 10日例会報告
点鐘
会長挨拶
皆様こんにちは。早いもので、11 月にもなりまして、
あと残りも1 ケ月余りとなり時のすぎる速さに改め
て驚いております。
最近の出来事として、韓国で起きましたハロウィーン
での人混みでの圧死事故で 156 人もの多くの若者
が命を落としました。警察の対応が取りざたされて
いる現状です。また、3 日の早朝に北朝鮮からのミ
サイル発射という異常事態に見舞われました。休日
の早朝からの携帯電話のアラートには、皆さんも驚
いたのではないでしょうか？ちなみに私は、ゴルフ場
でショットをしている最中でして、アラームの音でダ
フリました。
今月 11 月は、ロータリー財団月間です。西クラブで
は、継続プロジェクトとして、先月 29 日に行いました
児童養護施設「天使園」での清掃活動、チューリッ
プとユリの球根植え、洗濯機の贈呈を行ってきまし
た。これらは、ロータリー財団へ補助金申請し、認証
の上成り立っているプロジェクトでもあります。世界
でも安全な飲み水を確保するための浄水器の供給、
新生児が健康なスタートを切れるための医療機器
の提供など多岐にわたり活動を行っております。こ
のような活動を実現するために会員の皆様の奉仕
活動と寄付のご支援が必要なのです。皆様のご協力
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。

ビジター紹介　大澤親睦副委員長

ビジターへの謝辞　中郡会長
バナー贈呈　北海道岩見沢 RC 菅野 聖人君
誕生・設立記念日お祝い品の贈呈
谷合親睦委員長
11 月お誕生日お祝い
10 日　神林義則君
15 日　姉崎　健君
11 月設立記念日お祝い
  1 日　中村文彦君
  2 日　稲葉忠克君
  3 日　岡田亮一君
  8 日　田村　修君
14 日　田中壮一君
26 日　野田誠記君
ロータリー財団委員会　新澤幹事
大澤　力君から＄100、稲葉忠克君から＄150 い
ただきました。
ニコニコボックス紹介　太田委員
姉崎　健君　誕生日お祝いを頂きまして。50 才に
なります。
中村文彦君　設立祝いありがとうございます。
稲葉忠克君　設立記念祝いありがとうございます。

ニコニコ BOX 総計 157,000 円

幹事報告　新澤幹事
・今月のロータリーレート　1 ドル 148 円
・ 村上 RC 主催 11 月 23 日グレートジャーニー講

演会のご案内について（回覧）
・ RI 会長代理より地区大会コ・ホスト御礼のお菓

子配布について

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　充氏

本日の例会案内（11 月 24 日）
卓話　『 新潟県 県民性の歴史と民俗④ 

　　　　　　　　　　新潟市vs金沢市』 
　新潟青陵大学　福祉心理学部 
　　　　　　  特任教授　伊藤　充先生



第2258 回　2022年11 月 10日例会報告

11/10
会員数 出席者数 欠席者数 出席率

40（38）名 23名 15名 60.53％

10/20
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

32名 6名 84.21％

第2259 回　2022年11 月 17日例会報告
点鐘
会長挨拶
皆様こんにちは。今週に入り冷え込んで参りました
が、皆様はいかがお過ごしでしょうか？またもや寒く
なってきて、コロナが少し蔓延してまいりました。今
回は、自粛のお願いが出ないようなので、自己判断で
の行動をしなくてはいけませんので、感染防止を行
いながら行動をしてください。
先週の11 月12、13 日で高橋年度の地区大会がイ
タリア軒と ANA クラウンでありました。オンライン
配信でご覧になった方もいると思いますが、ご出席
になった皆様は大変お疲れさまでした。12 日は、地
区指導者育成セミナーとしてロータリー財団と米山
奨学記念事業についての講演があり大変勉強にな
りました。RI 国際ロータリー会長代理の山田邦子
様を囲んでの晩餐会で新潟芸妓の 13 名の舞を披
露しまして大変にぎやかにひらかれました。13 日は
地区大会本会議としまして RI 国際ロータリー、ジェ
ニファー・ジョーンズ会長からのお言葉があり非常
に伝わるものがあり感銘いたしました。西クラブは、
ガバナー賞として分区公共イメージ表彰をいただき
ました。ちなみに西区青山海岸小針浜での海岸清掃
の事業の表彰でした。地区ゴルフ大会の表彰もあり
ました。西クラブは、団体戦は 8 位で個人では、小林
治さんが 24 位、谷合さんが 26 位、馬場さん 33 位
ということでした。残念ながら上位入賞はできません
でしたが皆様大変お疲れさまでした。
また、我がクラブの米山奨学生のチャスナさんが米
山奨学生代表で現況報告を行い、私の方がドキドキ
しておりましたが、素晴らしい堂 と々したスピーチで
した。2023 年度の米山記念奨学金の申し込みが
終了し、1334 名が推薦されたそうです。中国、ベト
ナム、韓国、インドネシア、マレーシアなど多数の国か
らの申し込みがあったそうです。10 月の米山月間で
は、前年同期と比較して 14％増になったそうです。引
き続き皆様からのご支援をよろしくお願いいたしま
す。また、今月は財団月間となっておりますので併せ
ましてお願いいたします。
以上で会長挨拶とさせていただきます。

ビジター紹介　親睦委員会　大澤副委員長
ビジターへの謝辞
米山奨学生に奨学金の贈呈
扎蘇那（チャスナ）さん挨拶

新会員紹介・挨拶
せきや歯科クリニック
医院長 笹川和史君（紹介者 田中壮一君）
公共イメージ向上委員会　諏佐委員長
ロータリーの友　11 月号紹介（毎月第二例会）
ロータリー財団委員会　小林委員長
今野克久君、姉崎　健君、諏佐　渉君、小林　治君か
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
田村　修君から 1 万円いただきました。
ニコニコボックス紹介　神林委員
田中壮一君　会社設立祝いをいただきました。44
年目になります。
田村　修君　会社の設立祝いただきました。確か
45 年になります。
鈴木賢一君　昨日、新潟市技能功労者の表彰をい
ただきました。皆様に感謝し、これからも頑張ります。
神林義則君　誕生日祝いありがとうございます。45
才になりました。先日、人生初のホールインワンを出
しました。良い1 年になりそうです。
小林　治君　49 才になりました。ありがとうござい
ます。

ニコニコ BOX 総計 177,000 円

幹事報告　新澤幹事
・ 例会終了後ライラ準備委員会開催
・ 地区大会ガバナー賞分区公共イメージ表彰状回覧

卓話
　 会員スピーチ 

　『会社紹介と米山奨学生との交流』 
　　　　  プライムテック㈱会長　片野　勉君

第2259 回　2022年11 月 17日例会報告

11/17
会員数 出席者数 欠席者数 出席率

41（40）名 29名 11名 72.50％

10/27
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％


