
 

 

２０２２年 ７月 7 日 第１７８７回 例会 

司会ＳＡＡ 沖野 信行さん

★本日の出席者  ４９名中２９名（欠席２０名） 

 

★先回の出席率  ５６．８６% 

 

★米山記念奨学生（１名） 

マテオ グティエレス,アンドレさん 

（長岡技術科学大学） 

★点 鐘  

 

★国歌斉唱   君が代 

 

★会歌斉唱   奉仕の理想 

 

★お食事 

 

★会長挨拶          会長 中村 和文さん 

           おはようございます。いよいよ 

新しい年度が始まってしまいま 

した。今日は７月７日というこ 

とで、テレビを見ていましたら、 

子ども達が星に願いをと短冊を 

書いたりしていました。私の願 

いは唯一つ「何事もなく無事に 

1 年間が終わりますように」で

す。これから１年間何卒よろしくお願い申し上げます。 

 新年度にあたりまして、運営方針をお話させていただ

きます。まずは、ＲＩの運営方針ですが、テーマを掲げ

ておりますが、『イマジンロータリー』です。ＲＩ会長は、

ジェニファー・ジョーンズさん。カナダの方で、約 120年

来で初の女性ＲＩ会長になられた方です。テーマ発表で

は〝想像してください、私たちがベストを尽くせる世界

を。私たちは毎朝目覚めるとき、その世界に変化をもた

らせると知っています”と仰っておりました。 

 次に地区の運営方針です。今年度ガバナーは髙橋秀樹

さんで、新潟大学の教授でいらっしゃいます。髙橋ガバ

ナーは『再生・新生・共生』と挙げられました。 

〝「再生」：2560地区はへこたれない。厳しい時こそ頼

りがいのある輝かしい組織であることを示しましょう。 

「新生」：2560地区は進化する。新しい技術と工夫、効

率化によって活動の内実を向上させましょう。 

「共生」：2560地区は助け合う。 

クラブと地区、クラブとクラブ、そしてロータリアンと

社会のつながりを活性化させましょう。〟 

と挙げられております。 

 そこで当クラブの運営方針ですが、まず、ＲＩは「想

像してください。」という形で頭の中と言いますか、考え

るという形です。また、髙橋ガナバーは『再生・新生・

共生』とほぼ外部に対して皆さんにお願いをしている形

に思えました。私は地に足をつけたいと思っております

のでクラブ運営方針は、地区の『再生・新生・共生』と

さらに『回生』を加えさせていただきました。回生とは
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〝生気を取り戻す、物事が再び元の状態に復すること〟

という意味合いだそうですので、『回生』とさせていた

だきます。 

当クラブも COVID-19 により多くの変化をもたらされ

ました。その最たるものが例会のあり方でした。当初は

休会や短縮を余儀なくされました。しかし会員は例会に

出席することがロータリーの原点であります。そこで、

以前の明るく魅力ある居心地の良い長岡西ＲC になるた

めに、『回生』と掲げました。 

1. 例会の通常開催 

昼例会も夜例会も通常通りの開催をする。 

2. 同好会の復活又は新設 

以前は、カラオケ同好会と山の会がありました。同

好会の復活、新設に声をあげていただければ、考え

ていきたいと思います。そして皆さんの参加をお願

いします。現在は、ゴルフ同好会と美酒探究会がご

ざいます。他にも何かありましたらご提案下さい。 

それから、新入会員研修会が近年は滞っています。

今年度は状況を見ながらですが、概ね入会 3年未満

の新入会員研修会を考えたいと思います。 

3. ニコニコ BＯＸの活用 

 必ず、半年に 1回は皆さんの状況や会社のコマーシ  

 ャルでも何でも良いのでニコニコ BOXに投稿をして 

いただきたいと思いますので、活用の程よろしくお 

願いします。 

これら復活、活用することにより、会員同士の親睦が図

られます。しかもクラブが活気づき、絆を深め、その後

の各奉仕活動を実践するうえでのエネルギーの基となっ

ていくと考えます。 

 これらを挙げたのは、「クラブ内で楽しみましょう」

という事なんです。楽しくなければ、参加をするのも嫌

になりますので、楽しくやっていきたいと思います。 

一年間皆様の絶大なるご支援とご協力の程よろしくお願

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。 

 

★幹事報告           幹事 近藤 賛さん 

         中村年度の幹事を拝命いたしました  

         近藤と申します。何かと不慣れな点 

         んが多々あるかと思いますが、お気 

         づきのてんがございましたらご指導 

         いただければと思いますので、この 

         １年間よろしくお願いします。 

➢ 第５分区ＩＭ開催のご案内 

９月３日（土）柏崎市市民プラザ ホスト：柏崎 RC 

開催テーマ『イマジン 地域をつなぐ新しい可能性

を想像しよう』 

講演会『柏崎の魅力と可能性そして地域のつなが

りについて』 

講師 スタジオガッツ有限会社代表 荒川哲也氏 

詳細は事務局からご連絡をいたします。 

➢ 6/28 付 高尾ガナバーより、６月１８日（土）ロ

ータリー奉仕デーに関する御礼状が届きました。 

➢ 柏崎中央ＲＣより、創立 20周年記念式典に関する

御礼状が届きました。当クラブからは、田中政春Ｐ

Ｇ、長谷川繁前年度幹事が出席されました。 

➢ 2022-23年度上半期の会費納入のお願いです。事務

局から改めてご連絡をいたしますので、よろしく

お願いします。 

➢ 7月ロータリーレート：136円 

➢ 例会終了後に、理事会がございます。 

 

★米山奨学金の贈呈 

 

★米山奨学生近況報告 

 マテオ グティエレス,アンドレさん 

 皆さん、こんにちは。毎日暑いです。ちゃんと水分補

給をして熱中症には気を付けて参りましょう。 

今月は、研究室や研究の仕事で忙しくて、徹夜もよく

あります。正直、今していることが好きですから、モチ

ベーションがあって毎日頑張れます。以前もお話をしま

したが、私は来年、日産に就職をします。今のところは、

学生として、いろいろな研究をして学んで、研究室の人

たちや先生方と一緒に知識を集めて将来は、新しい技術

を開発したいと思います。 

今日は、例会に参加をさせていただいてありがとうご

ざいます。今後も皆さんと交流を深めたいと思います。

ありがとうございました。 

 

★委員会報告 

・フェローシップ委員長      善財 康行さん 

 皆さん、こんにちは。今年度、フェローシップ委員長

を務めます善財と申します。よろしくお願いいたしま

す。中村会長の『回生』のもと、よりロータリアン同

士の親睦を深めていただきたいということで、行事を

用意してございます。 

第 1弾としまして、 

納涼例会 ７月２８日（木）午後６時～ 

於；長岡ベルナール 

 アトラクションもできない状態でしたが、今回は素

晴らしいショーをご用意しましたので、皆さん、期

待してご参会をお願いします。例会後に、事務局か

らご案内をお送りします。 

 

・ゴルフ同好会会長          勝沼 研さん 

ゴルフ同好会からご案内をさせていただきます。 

地区大会記念ゴルフ大会 



 

 

 ９月２７日（火）於；紫雲ゴルフ俱楽部 

詳細は、事務局からご連絡させていただきますが、

西クラブの申込締切を、７月２５日（月）とさせて

いただきます。多くの皆さまからのご参加をいただ

けますようお願い申し上げます。 

・ＳＡＡ              沖野 信行さん 

 今期中は、ネクタイの着用は義務付けずに自由とし

ます。 

先月のニコニコ BOXへの投入額は、30,000円でし

た。また、前年度の BOX投入総計は、529,200円で

した。皆さまのご協力をありがとうございました。 

 

★ニコニコ情報 

・中村 和文さんより 

「本年度 1年ご支援ご協力の程、よろしくお願いい

たします。」 

・沖野 信行さんより 

「ＳＡＡ委員長をさせていただきます。何卒ご指導

ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。」 

・小林 敏夫さんより 

「中村年度のスタート。１年間ご苦労様です。」 

・北國 真哉さんより 

「皆さん、こんにちは。久しぶりに参加をさせていた

だいております、セブンイレブンの北國です。4か月

位前になりますが、2月 24日に 4号店となります『セ

ブンイレブン大積 PA上り店』をオープンさせていた

だきました。実際にお店に出ているので中々例会等に

参加出来なくて申し訳ありません。場所は北陸自動車

道、柏崎や上越に向かう高速道路大積 PAで、上りも

下りもセブンイレブンのオープンですが私が経営し

ているのは、上りの方です。新潟県内初のシャワール

ーム完備のお店になっておりますので、柏崎・上越方

面に行かれる方はお立ち寄りいただけると嬉しいで

す。ありがとうございました。」 

・大谷内 治さんより 

「私事ですがこの度、株主総会において 越後交通工

業㈱代表取締役社長を拝命いたしました。長岡西 RC

に入会をさせていただいて、先輩方からいろいろなお

話を伺い、自分自身も少しは成長出来た結果だと思い

ます。これからも、ご指導ご鞭撻を賜りますようお願

いいたします。」 

・青木 省一さんより 

「6月 23日は、前年度最終例会に於いて SAA委員とし         

て例会の司会進行をしました折、閉会の前に西方会長・ 

長谷川監事に 1年間の感謝と慰労を込めて 新会長・

新幹事からの花束贈呈のセレモニーを予定してありま

した。ところが式次第に書いてあったにもかかわらず

私がすっ飛ばしてしまいました。結果、メンバーの殆

どの人が帰った後、金子事務局員から贈呈することに

なりました。あらためて、西方会長・長谷川監事にお

詫びすると同時にメンバー各位にご報告いたします。 

大変申し訳ございませんでした。 

 追伸です。 

 本年度も例会場 長岡ベルナールをよろしくお願いい  

たします。」 

 

★お祝いの日 

・誕生日 

田中 哲夫さん  ２日   

渡辺 雅志さん ３０日  大谷内 治さん １８日 

ご夫人 

細川 恭一夫人  礼子さん  ２４日 

長谷川 繁夫人 彩夏さん   １２日 

佐藤 直樹夫人 理絵さん  １２日 

・結婚記念日 

  石黒 俊之さん 理恵さん   ３日 

佐藤 直樹さん 理絵さん   １日 

 

★クラブ協議会     進行 会長 中村 和文さん 

・各委員長の上半期事業計画発表 

会計監査委員会 委員長 澤野 好裕さん 

ＳＡＡ委員会 委員長  沖野 信行さん 

会員増強委員会 委員長 渡辺 雅志さん 

クラブ広報委員会 委員長 長谷川 啓一さん 

米山記念奨学委員会 委員長 五十嵐 誠さん 

 

★点 鐘 

 

 

 

 

■２０２２-２３年度 第 1回理事会 報告 

２０２２年７月７日（木）１３：３０～１４：００ 

長岡ベルナール 2階 チェルシー 

 

議題 1 会費の口座振替について 

①2022年 7月 1日から新設の「口座振替手数料」の負担

に伴い、半年 3,300円（年間 6,600 円）のクラブ負担が

承認されました。 

②同じく、「自動収納手数料」の値上がり（7/1 から 55

円が 110 円へ）に伴い、クラブ負担から個人負担へ変更

する旨承認されました。 

追加）中村会長から、事務局の利便性向上のため、今年

度中に、当クラブ口座を第四北越銀行・長岡本店営業部

へ変更する旨発案されました。 

 

議題 2 長岡国際交流協会からの賛助会費について 

例年と同様に、1万円の賛助会費が承認されました。 

 



 

 

議題 3 今後のクラブ行事予定について 

今後クラブ行事につき、年間予定を報告しました。現

状での変更はありません。 

 

議題 4 創立 40周年記念式典について 

【決定事項】 

西方年度の準備委員会での「決定事項」を報告いたしま

した。 

・準備委員会から実行委員会への改編及び始動につき、

確認しました。 

・各委員会の責任者につき、確認しました。 

・記念講演の講師が「渡辺雅司氏（東京東 RC所属/㈱船

橋屋 代表取締役社長）」に決定された旨確認しました。 

【審議事項】 

① 「記念事業」につき、職業奉仕委員及び社会奉仕委員

からご意見を頂き、今後煮詰めていく旨確認しまし

た（審議継続中）。 

② 「予算」につき、支出項目も含めて、概算での予算額

を報告しました。 

③ 「記念式典」の内容につき、今後決定する旨了承いた

だきました（審議継続中）。 

 

議題 5 その他 

事務局の複合機リース契約満期につき、今後のリース

契約継続を含め、報告しました。 

 

 

 

 

 

■中村年度ＳＡＡ打合せ会 

２０２２年６月３０日（木）18：00～ 

於；寧々屋駅前店 

 

 

 

✿ 7月 14日(木) 例会のメニュー 

＊小鉢 焼茄子の浸し （小麦） 

＊温鉢 牛スキ煮 （小麦） 

＊食事 君が代そうめん （小麦・卵・海老） 

＊水菓子 梅酒ゼリー・梅酒ソルベ （該当なし） 

※内容に変更が出る場合がございます。 

 


