
 

 

２０２２年 ７月１４日 第１７８８回 例会 

司会ＳＡＡ 相田 東洋雄さん

★本日の出席者  ４９名中２５名（欠席２４名） 

 

★先回の出席率  ５９．１８% 

 

★点 鐘  

 

★会歌斉唱    それでこそロータリー 

 

★お食事 

 

★会長挨拶          会長 中村 和文さん 

 おはようございます。 

 今年の梅雨入りは遅かったんですが、梅雨明けが早く

て約 1週間くらい前でしたか、「梅雨が明けた」という話

でした。先週 1 週間は結構暑かったですね。もの凄く暑

くて 35℃近くになったりしました。 

私は事務所にいるものです 

から暑いと外に出る気がしな 

くなって、ガンガンとクーラー 

を効かせた部屋に居たいと思って 

しまいます。ところが、「電気をあまり使うな」というお

話をしょっちゅう聞きますが、電気は使わざるを得ない

と思って使っております。ところが贅沢なもので、こう

暑いとちょっと雨が恋しくなるというか、涼しさが恋し

くなりますが天気予報を見ましたら、今週・来週と雨っ

ぽいんですね。梅雨戻りみたいでこれも困ったものです。 

というのは、建築の現場を見ていると、毎日の天気が

気になるんです。朝起きて天気予報を必ず見て、携帯電

話でも天気や気温等をみます。ＰＣでも長岡市の天気予

報を見れるように合わせてあるので出てきます。しかし

残念なことに、携帯電話とＰＣで天気予報が違うことが

あるんですね。ちょうど今日みたいな日がそうなんです

が、曇りの状態で濃い曇りと薄い曇りというのがありま

して、更に雨が降らなければ良いのですが、時間を追っ

て 1 時間毎の天気予報を見ると、ある時間帯は片方が雨

なのに、もう片方はずっと曇りの状態であったりするん

です。長岡でセットをしていても、やはり時間単位では

予報に若干の狂いがあるんです。私の場合、コンクリー

ト打ちなど、雨に降られると困るのでどれを信用するか

となってきます。たまたま昨日ですが、天気がずっと曇

り、今日も１日曇りという予報が３つともそうでした。

だから暑かったんですが、３時以降に外で雨が降らない

前提で作業をしました。ところが、作業が終わって大体

5時半か６時に事務所で涼んでおりましたら、「長岡、雨

の可能性有」と急にメールが入りました。そうしました

ら、７時前後にパラパラと雨が降ってきました。私の仕

事がボツ迄は行きませんが、残念ながらになってしまし

ました。 

また、私は朝だけでなく西山を見るんです。見える範

囲というのは２～３時間だそうです。それで、３時間く

らいなら自分でも予報できるんだなとずっとやっていま

した。昨日の４時以降は、小木ノ城から小千谷方面は黒
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いどんよりと曇っていたんです。小木ノ城から新潟方面

は白い薄い曇りだったんですね。それでどうなるかで降

らない方を信じたのですが、残念ながら黒い雲が長岡に

来ました。 

 私が天気を気にしだしたのは、会社に勤めて現場にあ

りました。東京の現場に朝行くと職人が誰もいなくて、

８時を過ぎても来ないので各職人の会社に連絡をとると

「中村さん、雨が降っていたでしょ。」と言われました。

雨が降っていたのは朝７時前に霧雨程度だったんです。

それでも一切作業にも出てくることなく現場は休みで、

なるほどと思いました。東京は朝 7 時前に雨っぽかった

ら一切作業は中止になると学びました。長岡でそんなこ

とを言っていたら 1 年中作業ができません。雨、雪が半

年以上必ず降ります。皆、合羽を着て外作業をします。

更に東京は単価も高いです。「違うな」と実感して、天気

を気にする生活を送ってきました。 

 私は今こんな事を言っていますが、昨日は埼玉では川

越近くですか、大雨で大変な状態だったときいておりま

す。あの近辺も現場で行ったことがあったので、大体の

地名もわかりましたし、川も繋がっている東京都内の練

馬や北区にもいたものですから、地形的にも大変だなと

思いました。 

 私は重要なお話はできません。この様な形で進めさせ

ていただきたいと思いますので、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 近藤 賛さん 

➢ 7/7（木）理事会報告 

議題 1 会費の口座振替について 

① 2022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。 

③ 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。 

 

➢ 髙橋ガバナー事務所から、2022-23年度地区研修・

協議会の DVD が届きました。ご視聴を希望される

方は、事務局にございます。 

➢ ㈱カンコー 丸山高明さんが、7月から入会とい

うことで、皆様からもお諮りいただきましたが、

急に社長を退任されることになりましたので、今

回の入会は白紙になりました。後任の方の入会に

ついては協議中です。 

➢ 今年度から会報をメールと FAXでご案内いたしま

す。例会の前日に事務局からお知らせをしますの

で、ご確認をお願いいたします。 

また、クラブウェブサイトの会員専用ページでも

ご覧いただけます。ログインパスワードは事務局

にご確認ください。 

ログインパスワード naga-wrc2020  

（お取り扱いにご注意ください） 

 

★ニコニコ情報 

・棚橋 秀史さんより 

「本日は、君が代そうめんをご賞味いただきありがと

うございました。茹でたてのより美味なそうめん

は、つるりん坊で是非味わってください。７月３０

日１４時から NSTでつるりん坊を私が紹介します。

時間のある方は、見ていただけると幸いです。」 

・中村 和文さんより 

「当クラブは 40 周年を迎えますが、お陰様で私は、事

務所を始めて 30 周年になります。建築設計事務所の

更新が 5年毎にありまして、もう 5年更新することに

なりました。また、ご指導のほどよろしくお願いいた

します。 

 また、同じように皆さんで会社説明や個人のコマー



 

 

シャルでも何でも良いので、ニコニコ BOXを利用して

いただきたいと思います。よろしくお願いします。」 

 

★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 

 フェローシップ委員長 善財 康行さん 

 ロータリー財団委員長 北國 真哉さん 

 職業奉仕委員長    森田 直子さん 

 社会奉仕委員長    大谷内 治さん 

 国際奉仕委員会    桜井 カツエさん 

 青少年奉仕委員会   江口 耕三さん 

 

★点 鐘 

 

 

 

■２０２２-２３年度会長幹事会 

７月１４日（木）１８：３０～ 

於；料亭いまつ 

 

 

 

✿ 7月 21日(木) 例会のメニュー 

小鉢  生わかめと胡瓜の酢の物 (小麦) 

中鉢  鶏鍬焼きと温野菜    (小麦) 

揚げ物 アジの香梅揚げ     (小麦・卵) 

御飯  もろこし飯       (小麦) 

椀   味噌汁         (小麦) 

香の物 コリンキー浅漬     (該当なし) 

水菓子 アップルマンゴー・種なし巨峰 

 (該当なし) 

内容に変更が出る場合がございます。 

 

 


