
２０２２年 １０月 6 日 第１７９８回 例会 

司会ＳＡＡ 沖野 信行さん

★本日の出席者  ５０名中２４名（欠席２６名） 

 

★本日の出席率  ４８．００% 

 

★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。 

今日は新入会員ということで、川上さん、今後ともよ

ろしくお願いいたします。 

１０月に入りました。朝晩が涼しいを飛ばして一気に

寒くなった気がしますが、ようやく動くには良い季節に

なりました。 

９月２２日（木）合同夜例会がありました。皆様方の

ご参加をありがとうございました。フェローシップ委員

会が手配をしてくれたアトラクションの悠久太鼓の評判

が良くて、他クラブの方々が「良かった」と喜んで帰っ

ていかれました。この時節柄コロナ禍ということから、

〝注ぎ合いをしない〟〝席を立っての会話をしない〟と

規制をさせていただいたこともあって、飲んでいる最中

は静かな様子であったところに、迫力のある良い演奏を

聞かせていただきました。 

９月２７日（火）に地区大会記念ゴルフ大会がありま

した。こちらもご参加をありがとうございました。少し

雨っぽかったんですが、楽しい１日を過ごせました。そ

のついでの前日も、とても楽しかったです。たぶん来年

もあります。皆さんにお誘いがあるかと思いますので是

非ご参加をお願いします。 

さて、先日の夕食時にテレビを見ていましたら、『芸

能人格付けチェック食と芸術の秋』という番組を放送し

ていました。その芸術の中に、〝一流ミュージシャンに

よる一流の楽器を使った演奏〟と〝子どもがプラスチッ

ク製の楽器を使った演奏〟それから〝一流のミュージシ

ャンがプラスチック製の楽器を使った演奏〟を音で聞き

分けをしていました。出演した芸能人で〝一流ミュージ

シャンによる一流の楽器を使った演奏〟を選んだ人はひ

とりもいませんでした。逆に〝子どもがプラスチック製

の楽器を使った演奏〟を選んだ人が６人もいました。 

〝一流のミュージシャンがプラスチック製の楽器を使っ

た演奏〟を選んだ人も５人くらいだったかいました。よ

ほど子ども達が上手かったのか、一流のミュージシャン

がそうでないように演奏をしたのか分かりませんが、私

は音楽をあまり知りませんが、大差ないんだなと聞いて

いました。 

その後に、PCでたまたまその番組についてあった記事

を目にしたんですが、ドラムを演奏していた中学生の女

の子は世界チャンピオンのドラマーらしいです。また、

ピアノの男の子も日本のトップらしいです。子どもでも

凄いのは凄い。世間にはそういった方もいるんだなと思

いました。 

□ 事務所／〒９４０－００７１ 長岡市表町 3 丁目 1-8 リナシエビル 3 8 階 

    電話 0258-33-7005（代） FAX0258-36-1042  E-mail：naga-wrc@isis.ocn.ne.jp 

□ 例会場／新潟県長岡市千秋 1 丁目 1000-1 長岡ベルナール２F 電話 0258-29-0101 

□ 例会日／毎週木曜日 12：30～13：30 

□ 創 立／1983 年４月２９日 ＲＩ加盟承認 1983 年６月１０日 

□ 会長 中村和文 / 幹事 近藤賛 / ＳＡＡ委員長 沖野信行 

                   ２０２２-２３年度国際ロータリーのテーマ 

          「イマジンロータリー」 



最後にお詫びがあります。１０月２２日（土）に、紅

葉狩り例会を予定しておりましたが、出席人数が少し足

りませんでしたので、これから理事会に諮りますが、今

回の紅葉狩り例会はしないとさせていただきます。申し

訳ありません。また別の事を考えて皆さまにご出席いた

だけるようにしたいと思います。 

 以上です。ありがとうございました。 

 

★幹事報告           幹事 近藤 賛さん 

➢ ＲＩオーストラリア・メルボルン大会参加のお願い  

本日、皆様にご案内を配布させていただきました。  

２０２３年５月２６日（金）～６月１日（木） 

ロッド・レバー・アリーナ（本会議場） 

  メルボルンコンベンション&エキシビションセンター 

  （分科会・友愛の家） 

 

➢ 地区行事報告 

・９月１７日（土）ロータリー防減災セミナー 

当クラブから、長谷川会長エレクトが出席 

・９月２７日（火）地区大会記念ゴルフ大会 

髙橋ガバナーから、御礼状も届いています。 

当クラブから８名が参加 

小林敏夫さん、相田東洋雄さん、渡辺雅志さん 

 中村和文さん、沖野信行さん、山田嘉純さん 

 伊藤暢さん、勝沼研さん 

 

➢ ９月のロータリーレート １$＝１４５円 

 

➢ 新入会員のご紹介とロータリーバッジの贈呈 

＊紹介者 田中 誠一郎さん 

皆さん、こんにちは。久々に新入会員のご紹介の役割

がきました。本当に嬉しくてしょうがないです。川上一

之さんは、株式会社テック柏並びに株式会社柏野運輸建

設の両社の社長を務めておられます。所在地は早くから

新陽に置かれています。私は先代で、お父様でいらっし

ゃる川上一夫さんと懇意にしておりました。人柄は真面

目で誠実で、それが会社に反映されており、公共工事の

請負が多く、もちろん民間の仕事もされますが、誠実に

きれいなお仕事をされる会社です。詳しいことはご本人

からお話をしていただきますが、近年の入会会員ともど

も可愛がっていただけます事をお願いして紹介にさせ

ていただきます。ありがとうございました。 

 

＊入会者 

川上一之（かわかみ かずゆき）さん 

株式会社 テック柏 

事業所所在地 長岡市新陽 2丁目２３番地 

職業分類   舗装工事業 

 

皆さん、こんにちは。本日より田中誠一郎さんのご推

薦により入会をさせていただくことになりました、株式

会社テック柏の川上一之と申します。歴史ある長岡西Ｒ

Ｃに入会できたことを非常に光栄に思っております。私

の会社は田中先生からご紹介がありましたように、建設

業で主に道路や駐車場等の舗装工事を行っております。

先代から継いで２年余りになりますが、まだまだ勉強す

ることばかりでいます。趣味はゴルフで余り成長が無い

のが悩みの種ではありますが、楽しくまわっております。

最後になりましが、会員の皆様とお話をさせていただく

ことによって自分自身成長していきたいと思っており

ます。ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 例会終了後に、理事会がございます。 

 

★委員会報告 

・会員増強委員長         渡辺 雅志さん 

 田中先生、川上さん、本当にありがとうございま

す。他の方々も入会をして欲しい方がおられました

ら、どしどしとどうかよろしくお願いいたします。 

 

・ゴルフ同好会          渡辺 雅志さん 

 地区大会記念ゴルフ大会をありがとうございまし

た。次回のコンペもよろしくお願いいたします。 

 

・地区米山記念奨学委員会     渡辺 雅志さん 

 今月は『米山月間』です。本日から入り口で寄付を集

めさせていただいておりますが、２万円といわず、も

っと多い金額でもかまいませんので、ご協力をお願い

します。 

 今月２９日・３０日は米山記念奨学生とカウンセラー

さん達と親睦交流会で湯沢方面に１泊してきます。 

今後もいろいろと米山のことでお願いをすることが

あるかと思います。そして地区として、長岡西ＲＣに

は毎年のように留学生を受け入れていただいて本当

にありがとうございます。 

 

・ＳＡＡ             相田 東洋雄さん 

先月のニコニコ BOXへの投入額は、57,100円でし

た。 

 

★ニコニコ情報 

・田中誠一郎さんより 

「久方ぶりに〝新入会員〟の入会が決まり、こんなにも

嬉しいことはありません。どうか可愛がってください。」 

 

・中村和文さんより 

「１０月です。これからの３/４もよろしくお願いいたし

ます。」 



・笹川正子さんより 

「９月２３日（金）東京品川プリンス クラブ ex にて、

〝Ｂｅ Ｄｒｅａｍ Ａｗｏｒｄ〟が開催されました。 

これは、40歳以上の方が対象のエンタメのコンテストで

す。私はジャズのナットキングコールの歌っている、  

♪スマイルを歌わせて頂きまして、お陰様で特別賞を受

賞して参りました。 

１２月のクリスマス例会でも皆さまにご披露出来ればい

いなと思っております。ありがとうございました。」 

 

★お祝いの日 

・誕生日 

 ご夫人 

 田中哲夫夫人  優美子さん ３０日 

 山田嘉純夫人 佳奈子さん １６日 

 長谷川啓一夫人 ちえさん ３１日 

 野本幸一夫人 理恵子さん ３０日 

松本克幸夫人 淳子さん   ５日 

・結婚記念日 

 大島 基さん 美賀子さん  １０日 

五十嵐誠さん 美恵子さん  ２４日 

江口耕三さん 裕美子さん  ２３日 

松本克幸さん 淳子さん    ３日 

 

★米山奨学生に奨学金の贈呈 

 

★卓話       米山記念奨学生 アンドレさん 

 「マインドセット」 

 

 

★点 鐘 

 

 

 

■２０２２-２３年度第２回会長幹事会 

 ２０２２年１０月６日（木） 

 於；グーステーブル（長岡市） 

 

■米山記念奨学委員長セミナー 

 ２０２２年１０月８日（土） 

 於；ホテルオークラ新潟 

 

 

 

 

■２０２２-２３年度 第４回理事会 報告 

２０２２年１０月６日（木）１３：３５～１４：００ 

長岡ベルナール 別館アンジュフォンテーヌ 

 

議題 1 ガバナーノミニー(2025－26年度ガバナー)候補 

者推薦について 

・当該候補者につき、当クラブからの推薦会員はいらっ  

しゃいませんでした。 

 

議題 2 新潟県豪雨災害に関する支援金のお願いについて 

・会員個別ではなく、クラブ全体としてニコニコ BOXか 

 ら 5万円の支援金が承認されました。 

 

議題 3 青森県大雨災害に関する支援金のお願いについて 

・＜同上＞ 会員個別ではなく、クラブ全体としてニコ 

ニコ BOXから 5万円の支援金が承認されました。 

 

議題 4 新潟中央 RCより 2022－23年度帯に医療機器 

を贈るグローバル補助金プロジェクトご参加とご 

協力について 

・前年同様に、今後の検討課題として見合わせする旨承 

認されました。 

 

議題 5 NPO法人アクセプト・インターナショナルより活 

動紹介のご案内について 

・今後の当クラブのスケジュールの関係から、活動紹介 

の場をご用意できず見合わせする旨承認されました。 

 

議題 6 創立 40周年記念式典について 

・「記念講演」の講師予定者が諸事情により法人役員を 

 辞任されたため、次回理事会にて、新たな講師を選任 

する旨確認しました（再審議案件）。 

・「記念事業」につき、職業奉仕委員及び社会奉仕委員 

からのアンケート集計結果を各理事に配布し、再度煮 

詰めていく旨確認しました（審議継続中）。 

 

議題 7 その他 

・ボーイスカウト日本連盟より『活動支援』『創立 100周 

 年記念募金』のお願いが届いており、『活動支援』につ 

いては、例年同様に、ニコニコ BOXから 1万円を支援 

協力し、今年度限りの『創立 100周年記念募金』につ 

いては、協力を見合わせする旨承認されました。 

・10月 27日(木)通常例会時の卓話者(ゲストスピーカー) 

として、中村会長から、「三条市立大学学長 アハメド  

シャハリアル氏」がご紹介されました。 

・10月 22日(土)に予定されておりました「紅葉狩り例 

会(移動例会)につきまして、中村会長から、コロナ禍 

に伴う事情を踏まえ中止とする旨報告されました。 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✿ 10月 13日(木) 例会のメニュー 

小鉢  かきのもとと菊菜の浸し (小麦) 

温鉢  東坡肉(トンポーロー)  (小麦) 

造里  鰹たたき        (小麦) 

御飯  舞茸の炊き込み御飯   (小麦) 

椀   芋煮汁         (小麦) 

香の物 かぶと胡瓜の柚庵付け  (該当なし) 

水菓子 柿・梨         (該当なし) 

※内容に変更が出る場合がございます。 

 

【次回例会のご案内】 

１０月１３日（木）12：30 ～     

於；長岡ベルナール チェルシー 

米山記念奨学月間卓話 

幹事 近藤 賛さん 


