
２０２０年７月２日 第１７１２回 例会 

司会ＳＡＡ 柳沢 久敏 さん

★本日の出席者  ５３名中３７名（欠席１６名） 

 

★先回の出席率  ６１．８２％ 

 

★点 鐘  

 

★国 歌      君が代 

 

★会 歌     奉仕の理想 

 

★お食事 

 

★会長挨拶               会長  石黒 俊之さん 

こんにちは。マスクを着けたままで失礼い 

たします。この 7 月から新しい年度という 

ことでクラブ会長を務めることになりま 

した石黒でございます。 

 まずもって、後ほど手続きがございます 

が、諏訪部さん、ご入会いただき、ありが 

とうございます。どうぞよろしくお願いい 

たします。新入会員の方もご一緒の例会という

形で始まりました。とても喜ばしいことです。 

 新型コロナウイルス感染症の流行に伴って、こういった会合がずっと自粛されてき

ました。それが渡辺会長年度の最後のほうになって、やっと再開できるようになり、

「ロータリーとは人が集まって、その中でいろんな話をし合っているのがロータリーなん

だよ」との相田さんの話を聞きながら新年度を迎えることになったわけです。ぜひ、

これ以上の流行がないように願って、このような形の例会が続いて行ければ良いな

と、本当に思っております。 

さて、７月になりましたが、このところバタバタしておりまして、着の身着のままで、

しかもネームプレートまで忘れているような状況でスタートいたしまして、大変申し訳

ありません。仕事の方で言いますと、少し状況としては戻ってきつつあるのかなとい

う認識があるものの、やはり皆さんから支えられた仕事をやっていられるのだなと、

つくづく感じています。昨日でしたでしょうか、蔵王にある金峯神社さんからお声掛

けをいただき、７月に例大祭に合わせての「花手水」の依頼がありました。「花手

水」とは、手をすすぐ手水舎の水場に、花を飾ったものをいいます。昨日、最初の

納品をさせていただき、来週にもう一度飾らせていただきます。もしお近くの方がい

らっしゃいましたら、お立ち寄りいただければ幸いです。もう一つ、昨日、下々条町

内会さんの依頼で、黒条小学校に七夕用の笹を納めてまいりました。町内会長

さんが、「子どもたちのいろんなイベントも学校行事も無くなって寂しいだろうと、町

内会みんなで話し合って、少しでもみんなが楽しめるようなイベントを考えてみたん

だ」と小学校にお声掛けしたら、とっても喜んで受け入れてくださったそうです。実は、

竹と笹って違うんです。似て非なるものでして、一番違うのは葉っぱの裏を見ると葉

脈が真っ直ぐになっているのが笹です。普通の葉っぱですと、斜めの線が出ている

かと思うんですが縦線に応じて斜め線が入っている、要は四角く見える場合は竹

の葉っぱです。また、タケノコは皮がついていますが、大きくなってくるとその皮の部

分が剥げて成長しますが、笹の方は、ほんの少しだけ残っていますので、こちらも見

比べる際の目安になります。今回は、栃尾の方から笹を切り出していただきました

が、間違いなく、全部、笹でした。良かったなと思っています。 

新年度 RI 会長ホルガー・クナーク氏のテーマは、『ロータリーは機会の扉を開く』

でございます。私も、今回、会長という過分な職をいただくことになりました。この１

年間、本当に未熟ですけれども、この機会をどのような形で、自分自身またクラブ

に、また自分たちの会社に、地域社会に活かしていけるか、一生懸命に頑張って

いきたいと思います。先程も申しましたように皆様から支えていただいてやっていける

ことですので、皆さんをないがしろにせず、また皆さんから支え続けていただけるよう

な体制を組んでいきたいと思っています。１年間、誠に不束ですけれども頑張りま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。 

 

★幹事報告               幹事  桜井 誠さん 

 幹事を務めさせていただく桜井です。不慣れですが、よろしくお願いいたします。 

・本日開催の理事会の報告です。 

【報告 1】 長岡西ＲＣ公式ウェブサイトの更新が完了しました。 

【報告 2】 6 月 25 日（木）の第 2 回新年度理事会（書面表決）の  

議事録について確認しました。また、地区の議案についての承認書

を提出しました。 

【報告 3】 卓話の予定について 

      7 月 30 日（木）大島基さん 

      8 月 6 日（木）大谷内治さん 

        20 日（木）会員増強月間卓話として 

             会員増強委員長 田中哲夫さん 

【報告 4】 ガバナー公式訪問について 

      8 月 27 日（木）10 時から 90 分間の予定で、オンラインでおこ

ない、例会で報告します。 

※【報告 5】以降は、割愛。 

 

【議案 1】 当面の感染症対策について 

      例会場である長岡ベルナールさんの指針に則って行う。 

【議案 2】 地区のＲＬＩ推進委員会からのお願いについて 

      今回は推薦をしない。 

      （RLI＝ロータリー・リーダーシップ・研究会） 

【議案 3】 新潟東ＲＣからの協力依頼について 

      「ドナルド・マクドナルド・ハウスにいがた」建設募金の協力は、クラ

ブとしてはおこなわず、会員に対してご紹介のみとします。 

      （難病に罹った子供たちのための滞在施設） 

【議案 4】 「お山の千本桜」事業の石柱の修復について 

      悠久山公園の石柱についているロータリーのマークが無くなっていた

ので、桜井カツエ委員長の職業奉仕委員会に修復を担当していた

だきます。 

【議案 5】 会員の推薦について 

      丸山 司さんから会員（正会員）の推薦がありました。 

      審議の結果、推薦が承認されましたので、会員に同意を求めるこ

ととし、異議がなければ勧誘を開始することになりました。 

 



★新入会員             

＊紹介者 矢野 秀樹さん 

 こんにちは。諏訪部達さんをご紹介させていただきます。先日退会された田中

利孝さんの後任として諏訪部さんが今回入会されることになりました。越後交

通鉄工所さんは、千秋が原に本社であり、その他に、西陵町に長岡工場と、

新潟営業所と、三か所の拠点を持っておられる会社でございます。どうぞ今後

ともよろしくお願いいたします。 

 

＊諏訪部 達（すわべ とおる）さん 

 (株)越後交通鉄工所 

 長岡市千秋２丁目 2788-1 

 職業分類 鉄工業 

  初めまして。今ほどご紹介いただきました越後交通鉄工所の諏訪部 達

と申します。機会ありまして、皆さんとご一緒させていただくのを楽しみにして

おりました。前社長の田中利孝さんから、「いろんな人触れ合うとても良い

機会だよ」と強く勧められておりました。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

    石黒会長より、ロータリーバッジが贈られました 

 

★委嘱状の贈呈  

 

石黒会長より、 

米山カウンセラーの委嘱状が 

西方太地さんに贈られました。 

 

 

 

 

・新米山カウンセラーよりご挨拶         西方太地さん 

  皆様、こんにちは。マスクをしたまま失礼させていただきます。 

笹川さんがご多忙のため、私がカウンセラーを引き受けさせていただくことになり

ました。笹川さんには引き続きサブカウンセラーとしてご留任いただくことになりま

す。 

 

★米山奨学生 近況報告        ドアン ハイ イエンさん 

                  （代読 西方太地カウンセラー） 

 こんにちは！前日の最終例会で大変お世話になりました。 

 長岡西ロータリークラブ新年度初例会おめでとうございます。貴クラブのますます

のご発展と会員ご家族皆様のご健勝をお祈り申し上げます。 

 ７月の近況報告です。6 月から新潟県内の企業が少しずつ採用活動を再開

することになります。現在、SPI 問題を解いたり、面接の練習をしたりしながら、本

番の選考試験を受けています。次の例会で就活終了の報告できますように、頑

張ります。学校もアルバイトも順調し、生活は困ることなく普段通りにもどりまし

た。 

 7 月 16 日に納涼夜例会にて多くの 皆様にお会いできますことを心より楽しみ

にしております。 

 これから蒸し暑い日が続きます。くれぐれもご自愛くださいませ。 

 

★委員会報告 

・ゴルフ同好会                  渡辺雅志さん 

 こんにちは。今日は、ゴルフ同好会会長の勝沼さんがお休みなので、私から

ゴルフ同好会のお知らせです。皆様のテーブルの上に、地区大会記念ゴルフ大

会のご案内がいっているかと思います。 

 今年度は、１０月６日（火）に、日本海カントリークラブで開催されます。

当クラブとして、できれば３組で出場したいと思います。 

 この頃になれば新型コロナウイルス感染症も落ち着いているかなと思います

し、屋外競技ですので、ぜひご参加ください。締め切りが、７月 31 日ですので

早めに事務局に「自分は出られます」と連絡をお願いいたします。 

 

・クラブ広報委員会                山田 雅昭さん 

  今年度、クラブ広報委員会の委員長を仰せつかっています山田雅昭です。

よろしくお願いいたします。先程の幹事報告でもございましたが、当クラブのウェ

ブサイトを開設しました。まだまだ未熟というか、いろんな意見もあると思います。

事務局からパスワードをお知らせしますので、ご覧いただいき、ご意見・ご要望が

あれば、私宛てにお聞かせいただければと思います。 

 

長岡西ロータリークラブ公式サイト（国際ロータリー第 2560 地区） 

  https：//nagaoka-wrc.gr.jp 

   会員専用パスワード『naga-wrc2020』 

注）セキュリティーの関係上、外部に漏れないようにお願いいたします。 

  ご不明な点は、事務局までお問い合わせください。 

 

 

・ＳＡＡ委員会                  柳沢 久敏さん 

 ニコニコＢＯＸへの投入額をご報告します。 

 先月の投入額は 156,000 円、前年度の投入合計額は 675,800 円でし

た。皆様、ご協力をありがとうございました。 

本年度もよろしくお願いたします。 

 

★お祝いの日 

・誕生日 

田中 哲夫さん  ２日  須田 茂さん  ３０日 

渡辺 雅志さん ３０日  大谷内 治さん １８日 

ご夫人・ご主人 

細川 恭一夫人 礼子さん  ２４日 

長谷川繁夫人 彩夏さん   １２日 

 

・結婚記念日 

  石黒 俊之さん 理恵さん  ３０日 

 

★ニコニコ情報 

・柳沢久敏さん 

 「今年度、ＳＡＡ委員長を拝命しました。皆様のご協力をお願いいたします。」 

・石黒俊之さん 

「クラブ会長としてのお話ではなく、いつもお世話になっております、さい花です。

お中元のお花を、今年は「コーヒーの木」と「オリーブの木」の２つをご用意しまし

た。本来ならば皆さんの所にお邪魔して 1 年間のお願い等をすべきところなの

ですが、新型コロナウイルスのこともあり、今回はお邪魔できなかったので、本日



お帰りの際に。どちらかお好きな方をお選びいただき、お持ち帰りいただければ

と思います。」 

 

★クラブ協議会         進行： クラブ幹事 桜井 誠さん 

・各委員長の新年度事業計画発表 

 フェローシップ委員長   矢野 秀樹さん 

 ＳＡＡ委員長       柳沢 久敏さん 

 会員増強委員長      田中 哲夫さん 

 社会奉仕委員長      森田 直子さん 

 クラブ戦略計画グループ  石黒 俊之さん 

   本日は、以上の方々よりご報告いただきました。 

 

★点 鐘 

 

 

 

▲２０２０－２１年度 第３回理事会 報告 

 長岡ベルナール２階ロビー ＰＭ12：00～12：30 

  

【報告 1】 長岡西ＲＣ公式ウェブサイトの更新のお知らせ 

 長岡西ＲＣ公式ウェブサイトの更新が、おおかた終わったとの報告がありまし

た。「会員専用ページ」を閲覧するためのパスワードを、会員に向けて通知すること

にしました。 

【報告 2】 6 月 25 日（木）の第 2 回新年度理事会（書面表決）の議

事録について 

 6 月 25 日（木）までに異議の申出がなかったことから、クラブ理事会で承認

の決議をしたこととします。添付の議事録（案）をご確認いただき、異議がなかっ

たので、正式に議事録としました。 

 なお、【議案 1】に関しては、6 月 26 日（金）付けで、地区（佐藤ガバナーエ

レクト事務所）に、当クラブ名での『議案承認書』を提出いたしました。【議案 2】

に関しては、6 月 25 日（木）開催の渡辺会長年度の最終夜例会と同様の設

えになります。 

【報告 3】 卓話の予定について 

 直近の卓話は、調整の結果、7 月 30 日（木）に大島 基さん、8 月 6 日

（木）に大谷内 治さん、8 月 20 日（木）に会員増強月間卓話の予定にな

りました。「年間行事計画表」も一部修正になりますので、ご承知おきください。 

 なお、6 月 26 日付けで会員へ、『2020 年 7 月の例会予定』と『移動例会「納

涼夜例会」のご案内』を配信させていただきました。 

【報告 4】 ガバナー公式訪問について 

 当クラブのガバナー公式訪問は、当初の地区からの要請に基づき、Web 会議

サービス「Zoom」を用いたオンラインでの実施になります。実施日時は、8 月 27

日（木）の午前 10 時からの 90 分間と予定しております。当クラブとしては、オ

ンラインの使用は初めてのことなので、どのようにすれば実施可能かを、長岡ベル

ナールさんを含めたなかで検討していきます。地区からは理事の出席を求められて

おりますが、現実的に難しいことも考えられるので、少なくとも役員の方々からはご

出席いただき、理事については少し検討したいと考えております。オンラインの設定

のための費用については、理事会への報告でおこなわせていただくことと、ガバナー

公式訪問の概要については、可能であれば同日 8 月 27 日（木）の通常例

会、あるいは、その後の例会の際に、ご報告するようにしたいと考えております。 

【報告 5】 6月 30日付での退会者の追加について、ならびに、現況報告書に

掲載する資料一式の修正について 

 6 月 30 日に、青柳良孝さんから退会届の提出がありました。2020-21 年度

クラブ会長から慰留のお願いをしましたが、その際のご回答は、ご本業が忙しくな

るためとのことと、後任についても検討するとのことでした。なお、青柳良孝さんの

退会に伴い、『委員会割振り』を含め、7 月 1 日現在での現況報告書に掲載す

る資料一式の修正が必要になりますが、あらかじめご了解願います。 

【報告 6】 8月の「会員増強・新クラブ結成推進月間」について（会員増強委

員会） 

 特に事業の計画は無し。会員増強の目標について、純増 3 名であることを確

認しました。 

【報告 7】 委員会事業計画について（各委員会） 

 理事会に諮るべきものもあるかと思われますが、時間的な理由と、今週と来週

で開催されるクラブ協議会に代えたいと思います。未提出の委員会は、早めにお

願いします。 

【報告 8】 「My Rotary」の『ロータリークラブ・セントラル』の登録について（クラ

ブ戦略計画グループ） 

 「My Rotary」には、クラブの目標を登録するところとして『ロータリークラブ・セント

ラル』がありますが、こちらの登録がお有りましたので、「My Rotary」に登録してお

られる方は、ご確認ください。 

 

【議案 1】 当面の感染症対策について 

 審議の結果、例会の会場の『長岡ベルナール ウイルス感染症対策』に、基本

的に準じることになりました。ただし、体温の「37.5 度」については「例会に出席で

きない」とせずに目安と捉えることと、マスクの持参忘れについては長岡ベルナール

さんのフロントに相談することになりました。 

【議案 2】 地区のＲＬＩ推進委員会からのお願いについて 

 本年度から地区においてＲＬＩ（ロータリー・リーダーシップ研究会）に取り組

むことになり、地区ＲＬＩ推進委員会から当クラブに『ＤＬ（ディスカッション・リ

ーダー）推薦のお願い』が届いていました。しかし応募締め切りが「6 月 30 日」と

過ぎていることもあり、審議の結果、当クラブとしては推薦者を出さないことになり

ました。 

【議案 3】 新潟東ＲＣからの協力依頼について 

 新潟東ＲＣから当クラブに『ドナルド・マクドナルド・ハウスにいがた建設募金へ

の協力のお願い』が届いていました。「ドナルド・マクドナルド・ハウス」は、病気の子

どもとその家族のための滞在施設として使用されるものです。この「ハウス」は、日

本海側初となるもので、2019 年 10 月の段階で、新潟大学医歯学総合病院

の関係施設「康楽会館」（現在も非常勤講師等の宿泊施設として利用されて

いる）を改築するといった概要になっており、予定では 2020 年秋頃に入札およ

び契約、2021 年中に設計から建築工事まで、2022 年 1 月から 3 月までに開

設準備をおこなうとされております。個人による寄附は、所得控除の優遇措置が

受けられます。2019-20 年度にも依頼があり理事会で諮られましたが、「クラブと

しては募金しない」という決議になっておりました。 

 審議の結果、クラブとしては、本年度実施する社会奉仕事業に注力したいと

のクラブ会長の意向を受け、「クラブとしては募金しない」が、会員に向けた紹介の

みおこなうだけにしました。 

【議案 4】 「お山の千本桜」事業の石柱の修復について 

 2016 年 10 月 20 日（木）に実施した、ロータリー財団地区補助金事業

『長岡市悠久山 桜植樹プロジェクト「お山の千本桜」』で設置した石柱ですが、

今年の春に確認したところ、ロータリーのマーク（ロータリーゴールドとロータリーブルー

の色合いの旧「ロータリー ロゴ」）が外されており、行方不明になっていました。

現在のロゴはロータリーゴールド一色の「誇りのシンボル」になっているので、行方不

明のものとは同じものは手配できませんが、オクトンに真鍮製の「誇りのシンボル」

の取扱いがありました。 



 審議の結果、「誇りノシンボル」を使用して石柱を修復することとし、ロゴの取付

けについては、若干の加工と接着剤の使用が必要になりますので、そういった加

工のできる業者さんにお詳しい桜井カツエさんが委員長を務める、職業奉仕委員

会に担当していただくことになりました。 

 

【議案 5】  会員の推薦について 

 丸山 司さんから会員（正会員）の推薦がありました。 

 審議の結果、推薦が承認されましたので、会員に同意を求めることとし、異議

がなければ勧誘を開始することになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✿ 本日のメニュー（７月９日） 

冬瓜の鶏 そぼろ餡掛け柚子風味 （小麦・海老） 

豚角煮炙り焼（小麦） 

御飯 

香の物 

オクラとえのき茸の味噌汁 

完熟プラム 

食後 ホットコーヒー 

次回例会 ７月 16日（木） 

納涼夜例会 

於；長岡ベルナール PM6:00～ 


