
’22〜’23年度 RIテーマ

第 2,272 回

●会長／中郡正和　　　　　　　　　　●幹事／新澤　功　　　　   ●公共イメージ向上委員長／諏佐　渉

例会日／毎週木曜日12時30分　例会所／新潟市中央区川端町６丁目53　ホテルオークラ新潟　TEL：025-224-6111
事務所／〒951-8062 新潟市中央区西堀前通６番町905番地 第二西堀ビル５階　TEL：025-222-5050 FAX：025-222-5051
創立年月日／昭和50年６月５日　RI加盟年月日／昭和50年６月25日

2023・3月 2 日

第2269 回　2023 年2 月 2 日例会報告
点鐘
会長挨拶
早くも２月に入りまして、早いもので私の年度も残り
５か月となりました。コロナで始まり窮屈な例会、制
限された夜例会や延期、中止された合同例会等など
色々なことがありました。やっと少しずつ開催されて
きました。できれば今年度中に歌や握手タイムが復
活できるよう期待しております。
本日は、DEI 多様性についてお話いたします。
多様性は、会員の人種や国籍、性別、年齢、障害の
有無、宗教、性的指向、価値観などの多様性から、
キャリアや経験、職業、働き方といった職業生活にお
ける多様性まで幅広いジャンルに用いられます。
クラブ形態においても多様性における類型化がある
ようにも思えます。
①　伝統のあるクラブ
伝統と格式を誇る老舗クラブ　会員になることがス
テータスであり、地域の企業や組織のリーダーが会
員となり、例会では、情報交換等の職業奉仕が盛ん
に見える
②　比較的に若いクラブ
地域における社会奉仕を目的とした会員が集まっ
た元気のいいクラブでみんなで集まり奉仕活動をや
り、積極的にマスコミや SNS などに情報発信してい
き、公共イメージを向上させる
③　中間クラブ
比較的このクラブが大半のように思います。クラブの
重鎮や経験者などの意見を重んじながら、クラブ会
長の考え方で年度の取り組みがそれぞれ異なってい
くというような形になり、我が西クラブは③に近いよ
うな気がします。

このそれぞれが多様性であり正解はありません。し
かし、今後入会してくる新入会員にクラブと本人の
考え方が乖離していないか？自分たちのミッション、
ビジョン、価値観を、またどのように今後なりたい、あ
りたいクラブの姿なのかを明文化しそれを地域に公
開することで、地域における公共イメージを確立す
る。それが会員増強にもつながっていくのではないで
しょうか。

ビジター紹介　小林（治）委員
第 2 分区ガバナー補佐 森田順一君（新潟南 RC）
ビジターへの謝辞　中郡会長
森田第 2 分区ガバナー補佐　挨拶
4 月 1 日新潟日報会長　小田さんの講演
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
大澤親睦委員長
2 月お誕生日お祝い
2 日　中村文彦君
7 日　吉村鳳一君

10 日　三浦英敏君
17 日　岡田亮一君
19 日　太田　敦君
2 月設立記念日お祝い
5 日　姉崎　健君

18 日　長谷川英郁君
ロータリーの友 2 月号紹介　須佐委員長
ロータリー財団委員会　小林（治）委員長
青池秀夫君から＄100 いただきました。
米山奨学委員会　吉村（美）委員長
田中壮一君、片野　勉君、田村　修君、大澤　力君
からそれぞれ 1 万円いただきました。
小林（千）　元米山奨学生からの新年あいさつメー
ル紹介
ニコニコボックス紹介　神林委員
中村文彦君　誕生日のお祝いありがとうございます。

本日の例会案内（3 月 2 日）
卓話　『働く人視点の健康経営』 
　　　SACO WORKOUT WELL 
　　　　パーソナルトレーナー　迫　慶太　氏



吉村鳳一君　お誕生日お祝いありがとうございま
す。全てに感謝します。
太田　敦君　誕生日お祝いありがとうございま
す！ 64 才になりました。健康で楽しい年にしたい
と思います。
森田順一君　本日は、例会にお邪魔致します。　
4 月 1 日の、南ロータリー主催の、IM のご説明に
参りました。よろしくお願いいたします。
長谷川英郁君　設立祝いありがとうございます。
岡田亮一君　誕生日、ありがとうございます。

ニコニコ BOX 総計 16,000 円

卓話
　『 企業向けサイバーセキュリティ対策講座』 

新潟県警察本部生活安全部 
　　　　　　サイバー対策課　長谷川政和氏

第 2269 回　2023 年 2 月 2 日例会報告

2/2
会員数 出席者数 欠席者数 出席率

40（39）名 29名 10名 74.36％

1/19
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 11名 71.05％

第 2270 回　2023 年 2 月16 日例会報告
点鐘
会長挨拶
これからの時期、困るのが花粉症です。今年は、杉の
花粉が１０年に１度の大量発生するそうです。花粉
飛散発生警報が新潟も出ているので、花粉症の皆
様は引き続きお気を付けください。
我がクラブの米山奨学生でありますチャスナさんは、
来月３月末で終了となります。最初中国の方と思えな
いほど日本語が上手で驚きました。いろいろ例会以
外にも積極的に参加しクラブの一員として過ごしてき
ましたが、残念ながらお別れです。しかし、４月からま
た新しい米山奨学生が来ますので皆様またよろしく
お迎えください。ちなみに、マレーシアからの奨学生
でタン君という方です。
本日は、２５６０地区でどのように米山奨学生が選考
されるのかをご紹介いたします。
今年の１月に奨学生の選考会が行われ、事前に書
類選考で選ばれた 47 人を申し込みの確認、指導教
員からの推薦状、研究内容、日本留学の目的など、あ
と熱意や将来性、ロータリーへの関心度、人柄や人
間性、異文化への理解やコミュニケーション能力を
見ながら個人面接を行うそうです。そのあと、グルー
プディスカッションを行いテーマに沿って７～８人に
分かれ司会、書記、タイムキーパーを決めて進め、そ
こでリーダーシップ、協調性、論理的思考力など見な
がら選考していきます。その中で１６人の新しい奨学
生を選考しました。
この奨学生たちは、ロータリアンと交流しながらロー
タリーの奉仕の精神や学業だけでは得られない多く
の貴重な経験や知識を得て、将来母国と日本の懸け

橋になっていく人材です。
大変楽しみでもあり、たくさんの経験をしていってほ
しいです。

伝達　米山奨学寄付　感謝状
米山功労者　
　　　　第 11 回メジャードナー　野田誠記君
100% 出席バッチの贈呈　片野出席委員長
43 年　青池秀夫君
3 年　吉村美穂君
ロータリー財団委員会　小林（治）委員長
野田誠記君から＄100 いただきました。
米山奨学委員会　吉村（美）委員長
野田誠記君から 1 万円いただきました。
ニコニコボックス紹介　須佐委員
青池秀夫君　100% バッチを有難うございます。43
回となりました。
姉崎　健君　設立記念お祝い頂きまして…。
吉村美穂君　100% 出席バッチをありがとうございま
した。
日本銀行新潟支店支店長　小林　俊氏より卓話の
謝礼をニコニコにご寄付いただきました。

ニコニコ BOX 総計 19,000 円

幹事報告　新澤幹事
・ロータリー手帳をご希望の方は 2/20 までに事
務局にお申込下さい。

卓話
　『 日本銀行新潟支店について』 

　　日本銀行新潟支店支店長　小林　俊氏

第 2270 回　2023 年 2 月16 日例会報告

2/16
会員数 出席者数 欠席者数 出席率
40（38）名 26名 12名 68.42％

1/26
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

25名 13名 65.79％

第 2271 回　2023 年 2 月 22 日
７RC 合同例会報告
於：ANA クラウンプラザホテル新潟

2/22
会員数 出席者数 欠席者数 出席率
40（39）名 24名 15名 61.54％

2/2
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

30名 9名 76.92％


