
２０２２年 8月 4日 第１７９１回 例会 

司会ＳＡＡ 江口 耕三さん

★本日の出席者  ４９名中２２名（欠席２７名） 

 

★先回の出席率  ４２．８６% 

 

★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） 

 

★米山奨学生のご紹介 

フェローシップ委員会 佐藤 直樹さん 

 

★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。 

今日はもの凄い雨でした。しかし良かったことが、  

２つありました。 

先ずは、先週２８日に今年度初めての夜例会を開催し

ました。コロナ感染が拡大している中でも、フェローシ

ップ委員会の善財さんをはじめ担当委員から段取りをし

ていただきまして、楽しく安全に無事に終えることがで

きました。非常に良かったという思いでございます。今

回は、お客様として浦上さんに出席をしていただいたの

ですが、浦上さんも同様のお話をされており喜んでお帰

りになられました。また、何よりも安心をして開催出来

たのは、長岡ベルナールさんのお陰でした。ありがとう

ございました。だから今日も感染者が増えていますが、

安心感があるので、皆さんにも例会に出てきていただい

ております 

２つ目は、２日・３日に長岡まつりの花火を見ること

ができました。先の２年間は花火が無かったのですが、

今年はどうするかを７月２２日に市長が会見をして、実

施が決定されました。「当然やるんだろうな」とは思って

いましたが、ひとつ心配だったのがお天気で２日.３日は

雨天の予報でした。２日は娘の知り合いが来るというの

で桟敷を用意していたんですが、コロナの影響で来れな

いというので急遽、私の家族で行くことにしておりまし

た。それを無駄にしたくないという気持ちから、雨が降

らないように念じていました。 

おかげ様で２日は、真上に上がる世界一の長岡花火を堪

能しました。たまたま近くに赤ん坊のいるご家族が２組

おられ、花火が始まったとたんに、赤ん坊が泣きだしま

した。もの凄い音と

目がくらむような

光ですから泣くの

が当然です。ところ

が、30分もすると泣

き止んで花火を見

ているんですよ。そ

れからも赤ん坊は
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ずっと喜んでいる様子でした。長岡の子は、生まれなが

らにして花火が根付いているんだろうなと思いました。 

３日は残念ながら雨っぽかったでしたね。私は自宅か

ら、テレビのライブ中継をつけて、窓を開けてリアルの

花火も見ていました。自宅は川の西側ですが、雨と風が

ありまして、風は西から東に吹いていました。だから西

側からリアルに見ている人は雨が止んだ時は空気もすん

でいて綺麗に見えたんですよ。ところがテレビ中継は東

側から撮影をしていたので、ベスビアススターマインな

どの大きな花火が上がると煙で見づらくなっていて、両

方から見たので良かったのですが、風の影響というのも

あるんだなと思いました。いずれにしても２日・３日の

花火が無事に終わり良かったと思います。当クラブの会

員さんの企業も上げておられなした。来年もお願いいた

します。 

しかしながら、昨日から下越方面は悲惨な状況ですの

で、大々的には喜べないかもしれませんが、私は長岡と

この近辺だけを思えば大成功だったと思いますので、こ

れもまた来年に続いていけばと思います。「やっぱり、長

岡まつりはいいな、長岡花火はいいな」と思いました。

ありがとうございました。 

 

★幹事報告           幹事 近藤 賛さん 

➢ 7/29 付 高橋ガナバーより、COVID―19 感染防止

啓発のお願い 

 

1. 例会を含め、人と会う場合にはマスクを着用し、鼻  

も覆うようにしてください。 

2.手指の消毒（70%以上アルコールや次亜塩素酸希釈溶 

液）を励行してください。 

3.毎日の検温を習慣づけるようにしてください。 

4.三密（密閉、密接、密集）を回避し、ソーシャルデ 

ィスタンスの確保や室内の換気を行ってください。 

5.不要不急の外出や会合、会食を控え、やむを得ない 

場合は、極力少人数かつ短時間でお願いします。 

 

➢ ガバナー事務所と地区事務所並びに長岡西 RC事務

局の夏期休業について 

8/11（木）～8/16（火）休業 

8/17（水）から通常通り 

➢ 8月ロータリーレート：133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。一昨日、私は花火を見ました。

とても綺麗で感動しました。今年は、私が長岡で過ごす

最後の年です。長岡に来たばかりの３年前にも花火を見

ました。ですから、一昨日は花火を見ながら日本に来た

時を思い出しました。来たばかりの頃は、とにかく全て

の事に全力でした。勉強も研究もちゃんと自分の頭の中

に目的がありました。でも同じ事を繰り返していると、

自動的にしてしまうようになり、研究の意味を忘れて、

ただの作業になってしまいます。でも研究にもアイデア

の開発が必要です。アイデアの開発は物事を作り出しま

す。頭の中に経路を作って、経路を具体的に表します。

それが技術の基本です。私は技術に感動を覚えますから、

そこで活躍をしたいです。今回の花火大会を見ながら、

当初の目的を思い出して頑張って行きたいと思いまし

た。ありがとうございました。 

 

★委員会報告 

・前年度ＳＡＡ委員会        青木 省一さん 

 ２０２１－２２年度年間出席 100％表彰 

１年  長谷川 繁 

２年  西方 太地   近藤 賛 

４年  村上 揚市郎  沖野 信行 

８年  渡辺 雅志 

１１年〇中村 和文 

２１年〇山田 嘉純 

２７年〇棚橋 秀史 

３２年 青木 省一 

３３年〇小林 敏夫 

３５年 相田 東洋雄  田中 政春 

３９年〇田中 誠一郎   

             （〇印入会時より無欠席・敬称略） 

出席率の協力金のお願いです。ニコニコ BOXの投入は

できれば、お釣りのいらないようにお願いします。 

 

・フェローシップ委員会       善財 康行さん 

 先程、会長のお話にもございましたが、前週の２８

日に納涼例会が行われまして、多数の方にご参会い

ただきました。今回のアトラクションでは笹川正子

さんからジャズをご披露していただきました。暑い

日ではございましたが、ピアノと笹川さんの美しい

音色で涼しい時を過ごせたのではないかと思ってお

ります。またコロナ禍ではございましたが、皆様の

ご協力もありまして無事に納涼例会を終了すること

ができました。ご参会いただいた皆様、本当にあり

がとうございました。 

・ＳＡＡ              江口 耕三さん 

先月のニコニコ BOXへの投入額は、41,000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 

・石黒 俊之さんより 

「長岡花火が終わりました。当社は今年の秋に４０年を

迎えることになりまして、そこで今回の花火に協賛の

花火を打ち上げさせていただきました。そしてスポン

サー席をいただいたので２日は社員が、３日は家族で

行ってまいりました。３日はアークベルさんのラブラ

ブファイヤーを含めてとても綺麗な花火を西側から

見せていただきました。父が始めて４０年という形に



なりますが、設立時にご協力いただいた方々も何人か

お空から見ていただいておりました。父も花火を見に

行ける状態ではありませんが、自宅から楽しんでいた

と思います。これからお盆が入るので、社員と一丸と

なって一生懸命に努めて参ります。また、アンドレさ

んからのお話もありましたが、私共の会社としては 

４０年の節目ですので、改めて初心に立ち返って一生

懸命頑張りたいと思います。ありがとうございまし

た。」 

・諏訪部 達さんより 

「７月２９日（金）に新潟労働局で

国の認定証を受け取って参りまし

た。『くるみん』を初めて聞かれる

方もおられるかと思いますが、子育

てを支援する企業を増やすために

厚労省が進めている政策でして、ざっくり言いますと

女性だけでなく、男性も育児休暇、看護休暇が取り易

い環境を提供しており、残業時間の削減や、年休の取

得率向上などのワークライフバランス改善に取組ん

でいる会社を認証するものです。県内では 56 社目、

長岡市では 10社目、県内建設業では 4社目になりま

す。これを機に優秀な人材確保に繋げることもできま

すし、入札の際に有利になる効果もあります。2019年

から 3 年間取り組んだ成果が出て会社として大変喜

ばしい出来事でしたので今回発表させていただきま

した。ありがとうございました。」 

・田中 誠一郎さんより 

「米山奨学生のカウンセラーを引き受けてから、30 有  

余年、すっかり忘れておりましたが、当時の奨学生か

らインドネシアの Jakarta Menteng RC の会長に選出

されたと聞き、こんなに嬉しいことは無いと感心して

おりました。その名をラスマナ センダリウスさんで今

は６０歳くらいでしょうか。 

その彼から７月 13 日にチェンジセレモニーの様子が

YouTubeに upされたと連絡がありました。 

今日はその映像をご紹介したいと思います。チェンジ 

セレモニーとは、日本語式にすると、会長と幹部交換 

式だそうです。 

先日は、会長、幹事宛に正式にメールがありました。い

よいよ公式にやり取りが始まって、正式に回答をされる

のだと思いますが、そのメールの一文を、アンドレさん

に贈ります。 

『奨学生がいれば、奨学金学生には伝えて頂いていいで

しょうか。学校の勉強が大事ですが、もっとも大事なの

はその学んでいたことをどうやって社会に貢献できるか

です。これは学校から学べないことですが、長岡西ロー

タリーアン達からは沢山学べます。』 

近い将来、国際ロータリー友好締結が実現するように 

皆さんからのご協力をよろしくお願いいたします。あり

がとうございました。」 

 

★お祝いの日 

・誕生日 

 大島基さん ２２日  五十嵐誠さん １７日 

 佐山 志さん  ８日 

 ご夫人 

 大島 基夫人  美賀子さん ８日 

 渡辺雅志夫人 久美子さん １日 

 五十嵐誠夫人 美恵子さん ４日 

 石黒俊之夫人 理恵さん  ４日 

 山田雅昭夫人 明美さん ２４日 

 伊藤 暢夫人 ゆみさん ２２日 

 三条正道夫人 雅美さん １４日 

・結婚記念日 

 西方太地さん・愛恵さん  ８日 

 村上陽市郎さん・としえさん３日 

 

★点 鐘 

 

 

 

 

 

 

 

■２０２２-２３年度 第２回理事会 報告 

２０２２年 8月４日（木）１３：３０～１４：００ 

長岡ベルナール 2階 チェルシー 

 

議題 1 入会推薦について 

株式会社テック柏 川上一之氏（推薦者 田中誠一郎さ

ん）の入会につき、理事会にて承認されました。 

 

議題 2 同好会活動費について 

例年と同様に、ゴルフ同好会及び美酒探究会に活動   

費５万円の補助が承認されました。 

 

議題 3 事務局複合機リースについて 

再リース又は入替えの費用を比較検討した結果、今年

度は再リースで契約更新する旨承認されました。 

なお、入替えは、２年後の事務所移転時に再度検討す

る旨確認されました。 

 



議題 4 創立 40周年記念式典について 

「記念事業」につき、職業奉仕委員及び社会奉仕委員

からアイデアを募りつつ、中村会長から、各理事から

ご意見を賜る旨提案されました（審議継続中）。 

 

議題 5 その他 

・9/3(土)IMについて、開催日程等を確認されました。 

・9/22(木) 4RC合同例会について、開催日程等を確認

されました。 

・ジャカルタ メンテン RC との今後の関わり方につい

て、現状確認されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✿ 8月 18日(木) 例会のメニュー 

小鉢  鮪山かけ        (小麦) 

中鉢  厚焼き玉子       (小麦・卵) 

焼物  太刀魚バター焼き    (小麦) 

御飯  舞茸とゴボウの炊き込み (小麦・えび) 

椀   豚汁          (小麦) 

香の物 胡瓜と稲荷梅肉和え 

水菓子 幸水・巨峰 

※内容に変更が出る場合がございます。 

 

【次回例会のご案内】 

   ８月１８日（木）12：30 ～     

於；長岡ベルナール 

会員増強月間卓話  渡辺雅志さん 

 


