
２０２２年 ８月２５日 第１７９３回 例会 

司会ＳＡＡ 諏訪部 達さん

★本日の出席者  ４９名中２３名（欠席２６名） 

 

★先回の出席率  ４６．９４% 

 

★ビジター（２名） 

 遠藤 清己 氏（三島ライトアップ実行委員会 代表） 

 片桐 良雄 氏（三島ライトアップ実行委員会） 

 

★点 鐘  

 

★会歌斉唱    我らの生業 

 

★お客様紹介  フェローシップ委員会 伊藤 暢さん 

 

★お食事 

 

★会長挨拶          会長 中村 和文さん 

おはようございます。 

本日は、遠藤さん、片桐さん、お越しいただきありが

とうございます。実は、卓話予定者が欠席となった為に、

急遽、長谷川啓一さんに、せっかくだから三島ライトア

ップ実行委員会の方に卓話をお願いしたいとご相談をさ

せていただいたところ、遠藤さん、片桐さんから快く引

き受けていただき、『越後みしま竹あかり街道』のお話を

していただくことになりました。どうぞよろしくお願い

いたします。 

コロナでは、私も先週は罹患していなくても用心をし

て、家では事務所に半隔離状態でした。事務所にたまた

まテレビが無いので 5 日間テレビを見ない期間がありま

した。今の学生は「テレビを持っていないというのが結

構あるらしい」と聞いていましたが、テレビが無くても

いいんですね。ＰＣがあればネットでライブ情報は全部

入ってきますし、携帯電話もあるので全く不自由はしま

せんでした。現在ではテレビもそれ程必要ない状態にあ

るんだなと実感しました。 

それでも隔離あけでもないですが、久しぶりにテレビ

をつけたら、高校野球の決勝をやっていました。仙台育

英高校が優勝した場面でした。今はスポーツをいろいろ

とやっているんですね。たまたま見たのが決勝戦ばかり

を特集しているスポーツ番組だったのですが、小中学生

の空手で、小学生までは体重別があって低学年は男女別

がなかったのかな、中学生になると動きも凄いのがある

ので「強いな」とみていたんです。剣道、柔道もそうだ

と思うんですが、段位があって初段と２段が戦ったとし

ても 6：4 か 7：3 まではいかなくても上位段が勝つと思

うんですね。ところが、初段と３段という具合に、2段階

違うと雲梯の差です。8：2 以上で上段の人が勝ちます。

剣道も柔道も４段が一番強いくらいで、全日本なんかを

みると４段が多い気がします。そのようなスポーツ大会

をみていました。 

また、スポーツでは無いですが、たまたま９段と４段

が対戦をしているのを見ました。それが 1 人じゃなくて

３人対３人のチーム戦だったんです。片や９段が３人、

そのうちの１人は 5冠を持っている人でした。片や４段、

４段、５段。将棋の話なんですが、将棋は４段以上がプ

ロらしいですが、その勝敗が４段、４段、５段のチーム
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が 5 勝１敗だったかでトーナメント戦に勝ち上がってい

ました。将棋では、段位が４段と９段でも雲泥の差と迄

はいかない気がしました。今日も藤井聡太竜王が王位戦

をやっていまして、「どうかな」と思っているんですが、

このように、段位違い対戦もその種類によって違うもの

だなと見ていました。テレビはダイレクトに気持ちを伝

える媒介だと思いました。 

テレビを見るのもいいなと思いますし、テレビが無け

れば無いでネットの世界でも十分で、新聞もそれなりの

情報が得られて文字で確認ができて記憶に残ります。そ

れぞれに個性があり、必要に応じて上手く使っていきた

いと思います。 

最後に、来週９月１日（木）はガバナー公式訪問があ

ります。今回もガバナーは来られず、オンライン訪問で

代表だけの参加になります。その後の例会で報告をいた

します。皆さん、地区ガバナーにお会いしていないと思

います。ＤＶＤ映像になりますが、話を聞いて知ってい

ただきたいと思いますので、来週もご参会ください。 

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 

➢ 米山記念奨学委員会からのお知らせ 

巻ＲＣより、前年度米山記念奨学生のオロホントー

ル,サンダグスレンさん（２０２０-２２年３月新潟

大学）をモデルにした写真展『モンゴルからの留学生 

新潟の日々』が開催されます。 

期間 8/18（木）～8/28（日） 

会場 にいがたぎゃらりー野伊 

新潟市西蒲原郡巻甲 2927-4 0256-72-2450 

➢ 第２０回記念ロータリー全国囲碁大会のご案内 

日時  １１月５日（土） 

登録受付 9：30 開会式 10：00 表彰式 16：00 

会場 東京・市ヶ谷の日本棋院本館１階対局室 

主催 ロータリー囲碁同好会 

参加料 7,000円（昼食代、賞品代等含） 

申込締切 10月 28日（金） 

 

➢ １１/１２（土）、１３日（日）地区大会開催について 

開催方法として本会場にはガバナー事務所からの指

名の方が出席、他の方は Web参加となります。 

 

➢ 地区行事報告 ８/２０（土）国際奉仕フォーラムデ

ィスカッション 

当クラブから国際奉仕委員長 山田雅昭さんご出席

されました。 

 

➢ ９月１日（木）ガバナー公式訪問 

リモート開催ですが、品田ガバナー補佐は会場出

席となります。 

例会にて、ガナバー公式訪問報告をいたします。 

また、例会後に記念写真の撮影をしますので、男性

の方は、ジャケット・ネクタイの着用をお願いしま

す。 

 

★ニコニコ情報 

・棚橋 秀史さんより 

「８月１９日は新潟日報に、８月２３日はＴｅＮＹテレ

ビ新潟で『つるりん房の流しそうめん』が紹介されまし

た。そして、９月２日にはＴｅＮＹ新潟１番で、１６時

１０分から私が生出演で１０分程度つるりん房を紹介し

ます。全国ロータリアン多しと言えども、年２回コンス

タントに民放テレビに出ているのは、西クラブの棚橋秀

史だけでしょう。９月２０日にはキャレル誌にも紹介さ

れます。」 

 

★卓 話        

＊紹介者 長谷川 啓一さん 

 皆さん、こんにちは。先ほど中村会長からお話があっ

たように急遽の卓話ということで、三島ライトアップ実

行委員会から代表 遠藤さんとメンバーの片桐さんにお

越しいただきました。秋に開催をしております、越後み

しま竹あかり街道の活動の様子や今迄の経緯、どういっ

た形で地域と連携をされているか、そういった事をお話

いただきます。遠藤さんは、地元出身の方ではなく県外

のご出身でおられるのに、どうしてここまで三島の為に

汗を流してくれるのかと日頃から本当に感心をしており

ます。そういった奉仕の姿勢を見習い、良き先輩として

感じております。片桐さんはＩＴに長けていらっしゃる

方でございます。このライトアップ実行委員会のＳＮＳ、

Facebook、インスタグラム、HP、ティックトック等をさ

れています。皆様からも、そういった SNS を通じても竹

あかり街道を PRしていただければと思います。ポスター

にも西クラブの名前を書き入れていただきました。あり

がとうございます。そのポスターも会場の入り口に用意

してございますので、お帰りの際にお持ちください。ま

たその近くには、ニコニコした募金箱もございますので、

ご協力をお願いします。限られた時間でございますが、

遠藤さんと片桐さんからお話をいただきます。 

 

＊ゲストスピーカー 遠藤 清己（えんどう きよみ）氏 

          片桐 良雄（かたぎり よしお）氏 

「越後みしま竹あかり街道」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★点 鐘 



 

■ 第１回ロータリー財団セミナー 

８月２７日（土）13：30～17：00 

於；ANAクラウンプラザホテル新潟 

 

■ 米山記念奨学生オンライン親睦交流会 

８月２８日（日）15：00～17：00 

Zoomによるオンライン開催 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✿ 9月 1日(木) 例会のメニュー 

サラダ  彩り野菜サラダ      (該当なし) 

スープ  茄子の冷製ポタージュ    (乳成分) 

メイン  豚肉のグリル 香草マスタードソース   

  (小麦・乳) 

御飯   ピラフ        (乳成分・小麦) 

一皿   ホタテのパン粉焼き(乳成分・小麦・卵) 

デザート 巨峰アイスクリームとシャインマスカット  

 (乳成分・卵) 

 

 

※内容に変更が出る場合がございます。 

 

 

【次回例会のご案内】 

９月１日（木） 

10：30 ～ ガバナー公式訪問（オンライン） 

対象：ご案内の方 

於；長岡ベルナール ３階福王 

 

12：30 ～ 例会 

ガバナー公式訪問報告 

於；長岡ベルナール ２階チェルシー 

 

13：30 ～ 記念写真の撮影 

      男性の方は、ジャケット・ネクタイ 

の着用をお願いします。 

 

その後、理事会 

於；長岡ベルナール ２階チェルシー 


