
２０２２年 １１月１０日 第１８０１回 例会 

司会ＳＡＡ 村上 揚市郎さん

★本日の出席者  ５０名中２９名（欠席２１名） 

 

★本日の出席率  ５８．００% 

 

★ビジター（１名） 

地区米山記念奨学委員会 植木 盛久さん（柏崎東 RC） 

 

★点 鐘  

 

★国歌斉唱   君が代 

 

★会歌斉唱   奉仕の理想 

 

★お客様のご紹介 フェローシップ委員 松本 克幸さん 

 

★お客様よりご挨拶 

地区米山記念奨学委員会 植木 盛久さん（柏崎東 RC） 

 

 

 

 

 

 

 

 米山記念奨学において、皆様に多大なるご理解とご

協力をいただいておりますことに感謝を申し上げる為

にお伺いしました。今後ともどうぞよろしくお願いい

たします。（一部抜粋） 

★お客様のご退室 

 

★お食事 

 

★会長挨拶          会長 中村 和文さん 

おはようございます。 

またしてもお久しぶりでございまして、2 週間ぶりに

なるでしょうか。 

11月に入りました。10月はご存知のように、米山月間

でした。皆さんには、おかげ様でありがとうございまし

た。ある程度の寄付が集まったのではないかと思ってお

ります。寄付についての結果ということで、前回はおひ

とりご紹介をさせていただきました。やはり、あのよう

に結果があってこその寄付だと思いますので、これで良

かったと思える喜ばしい姿があったと思います。 

そして 11月はロータリー財団月間です。後程、北國委員

長からご案内がありますが、よろしくお願いします。 

また、7，8，9，10月の 4カ月が終わり、この 4カ月の

間の例会は、皆さんのご協力のおかげを持ちましてスム

ーズにやらせていただきました。ありがとうございまし

た。しかしながら、私の掲げた〝回生〟から元に戻した

いという思いがありまして、何か皆さんから「こうした

い」とのご意見があれば、その様にして行きたいと思い

ます。ここ２～３年は無かったのですが、新入会員研修

（ファイヤーサイドミーティング）を復活させたいと、

昨年と今年ご入会の６名の方にご案内をしまして、12月

2 日に行うことになりました。講師はベテランの青木さ

んにお願いをしまして、今迄の経緯・状況等を教えてい
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ただき、私も知らない事が多々ありますので、その時に

勉強をさせていただきたいと思っております。少しずつ

以前の体制といいますか、私が楽しかったなと思えるこ

とを復活させていきます。ですから、皆さんも私もこう

いう例会もそうですし、ロータリーが楽しくなければ出

ませんよね。週末 12,13 日に地区大会がありますが、会

長・幹事を含めて数人に現地参加のご案内がありました。

本来ならば皆さんと行きたいと思っていたのですが、コ

ロナの影響でオンラインという事らしいです。実際 2,3

人で行ってもあまり楽しくないんじゃないかなと思いま

す。当クラブにおいては、やはり例会でも根底は全て  

〝楽しくありたい〟と私は思っております。ですから、

何かやりたい事があれば是非ともご意見を頂戴したいと

思います。 

少し私の楽しかったイメージ案と同時にファイヤーサ

イドミーティングで新入会員の方にロータリーを知って

いただいて、例会に楽しく参加をしていただける体制に

してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 

創立 40周年の話も出てきていますので、皆さんにもお

知らせをしてご協力をいただかなければなりませんが、

その節はよろしくお願いいたします。 

 

★幹事報告           幹事 近藤 賛さん 

➢ 第２５６０地区大会について 

地区大会２日目 11月 13日（日）は、会長・幹事と

一部の方が会場参加となり、他のメンバーはオン

ライン参加となります。本日配布の地区大会プロ

グラムに視聴方法と注意点が挟んでありますので、

ご確認をお願いします。 

➢ 村上 RCより講演会のご案内 

11月 23日（水・祝）13：30～ 

グレートジャニー探検家 関野吉春氏講演会 

村上市民ふれあいセンター 

ご興味ありましたら、事務局までお問い合わせく

ださい。 

➢ 地区行事報告 

・10月 29日（土）、30日（日）米山親睦交流会 

魚沼・南魚沼地域方面 

当クラブから 

米山奨学生 アンドレさん 

米山カウンセラー諏訪部達さん 

地区役員    渡辺雅志さんが出席されました。 

・11月 5日（土）地区米山記念奨学生学友会総会 

於；ホテルオークラ新潟 

地区役員 渡辺雅志さんが出席されました。 

➢ 10月のロータリーレート １$＝１４８円 

➢ 例会終了後に、理事会がございます。 

 

★委員会報告 

・地区米山記念奨学委員会      渡辺 雅志さん 

 皆さん、こんにちは。米山親睦交流会は、例年ですと

8月最後の日・月で行っていますが、今回はコロナで

難しいと判断をして今回にのばしました。夏休みでは

ない為、皆さんに参加をしていただき為に、土・日に

行きましたので値段が厳しくなりました。幹事報告で

当クラブから 3名の出席とありましたが、新潟トラベ

ルの山田さんにも添乗員としてきて頂き、値段につい

ても無理を言ったのを考慮していただき無事に開催

することができました。当日は、そば打ち体験や雲洞

庵、西福寺、清津峡、八海山魚沼の里等に行って、夜

の懇親会でも盛り上がり、横の繋がりも出来、米山記

念奨学会の目標とするところを達成出来たと思いま

す。 

先週５日は、米山学友会総会がありました。今、会

長が当クラブの奨学生であった金先生（長岡造形大学 

准教授）です。今の地区米山記念奨学委員長の渡邊嘉

子さんが一生懸命で、県内で働いている奨学終了生に

も声をかけて集まって貰い、その人たちが独自に県内

でもなんとか恩返しをしようと活動を始めています。

米山は委員長が代わった事により例年よりも活動が

盛んです。以上です。 

 

・ＳＡＡ             村上 揚市郎さん 

先月のニコニコ BOXへの投入額は、23,800円でし

た。 

 

★ニコニコ情報 

・近藤 賛さんより 

「三男が所属している『日越ブルースカイ』スポーツ少

年団が、先日、チャレンジカップ準優勝、出雲崎良寛カ

ップ優勝、新人前Ｍリーグ優勝いたしました。お祝いの

ご報告となります。スポンサー企業の皆様、ありがとう

ございました。」 

 

・長谷川 繁さんより 

「皆さん、こんにちは。会長エレクト長谷川です。中村

会長年度もスタートしてまだ 4 カ月でございますが、早

いもので次年度の役員を決定する時期となりました。週

末から来週頭に個別にお願いをさせていただこうと思い

ますので、連絡をさせていただいた際は、ロータリーは

『はい』か『Yes』か『喜んで』と聞いておりますので、

是非ご協力をいただきたいと思います。年齢的にもロー

タリー的にも若輩者でございますので、皆様のご協力を

いただきながらやって行きたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。」 

 

★お祝いの日 

・誕生日 

 ・誕生日 

 石原 直次郎さん（７日） 

北國 真哉さん（４日） 

川上 一之さん（５日） 

・結婚記念日 

小林 敏夫さん・栄子さん（２日） 

大貫 啓三さん・もとさん（２日） 

山田 嘉純さん・佳奈子さん（２２日） 



長谷川 啓一さん・ちえさん（４日） 

石原 直次郎さん・幸子さん（７日） 

中村 和文さん・多佳子さん（３日） 

 

★卓話    ロータリー財団委員長 北國 真哉さん 

 「ロータリー財団月間卓話」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★点 鐘 

 

 

 

 

■２０２２-２３年度 第 5回理事会 報告 

2022年 11月 10日（木）１３：３０～１４：００ 

長岡ベルナール 別館アンジュフォンテーヌ 

 

議題 1 ２０２３-２４年度長岡西ＲＣ理事・役員の候補  

者について 

・会長エレクト長谷川繁さんから、次年度の理事・役員

を順次ご指名される旨報告がありました。 

 

議題 2 元米山奨学生 ラスマナ・センダリウスさん 

（現 インドネシア ジャカルタ メンテンＲＣ会長）  

の訪問について 

・中村会長から、ラスマナさんの例会訪問を歓迎すべく

当初の予定を変更する旨発案され、12 月 15 日を昼例会

とし、12月 22日を忘年会とする旨承認されたました。 

 

議題 3 創立 40周年記念式典について 

① 当クラブの創立 40周年の一連の事業における「目

的」について 

・中村会長が考え、後日の理事会で報告する旨決議さ

れた。 

 

② 名称および表記の統一について 

・公式名称を『長岡西ロータリークラブ創立 40周年記

念式典ならびに記念事業』とし、略式名称を『長岡西

ＲＣ40周年』として、内部資料のほか、特に許された

ものに限って使用する旨決議された。 

 

③ 感染拡大時の対応について 

・計画通りの事業実施が困難になった場合の対応につ

いては、近藤統括責任者が各担当者と検討し、理事会

へ報告する。（再審議案件） 

 

④ 記念講演会の講師、テーマ、予算額について 

・講師 株式会社 自遊人 代表取締役 岩佐十良氏 

テーマ「地域創生」を軸に調整し、予算額 35万円以 

内とする旨決議された。 

 

⑤ 記念式典ならびに祝賀会での来賓について 

・地区役員のほか、長岡市長、長岡商工会議所会頭、

長岡ＪＣ理事長までの７名を確定とする旨決議され

た。 

・ライオンズクラブは対象にしない。 

・長岡ＹＥＧ会長へのお声掛については、近藤統括責  

 任者及び当該担当者で検討し理事会に諮りる。 

（審議継続中） 

 

⑥ アトラクションについて 

・「悠久太鼓」を軸に調整する旨決議された。 

 

⑦ 参加者記念品について 

・中村会長の意向により当クラブメンバーが関与して

いるものとし、一人あたり 3 千円を目安に、予算額と

して 50万円を計上する旨決議された。 

 

⑧ 報告書（記念誌・記録）について 

・報告書制作の一環として、エヌ・シィ・ティによる

動画撮影、番組放送、関連のニュース放送などについ

て、今後検討する旨承認された。 

 

⑨ 記念事業について 

・記念事業については、担当責任者の中村会長から、

長岡市他関連団体と協議中との説明があり、その概要

ならびに予算額として 300 万円を計上する旨決議された。 

事業総額は約 800万円とする旨決議された。 

 

議題４ 新潟日報社より、「２０２３年長岡新年名刺広 

告」について 

・例年同様に掲載する旨承認されました。 

１ＲＣ16,500円税込。 

 

 

 

■国際ロータリー第 2560地区大会 

１日目 １１月１２日（土）於；ホテルイタリア軒 

 会長 中村 和文さん 

幹事 近藤 賛さん 

米山記念奨学委員長 五十嵐 誠さん 

ロータリー財団委員長 北國 真哉さん 

地区役員 渡辺雅志さん 

 

２日目 １１月１３日（日） 

於；ANAクラウンプラザホテル新潟 

 幹事 近藤 賛さん 

 会長エレクト長谷川繁さん 

 他メンバー オンライン参加 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✿ 11月 17日(木) 例会のメニュー 

小鉢 豚しゃぶおろしぽん酢和え（小麦） 

温鉢 小柱と三つ葉のかき揚げ（小麦） 

焼物 鮭ホイル焼き（小麦） 

御飯 白飯 

椀  きのこ汁（小麦） 

香の物 大根漬 

水菓子 ラ・フランス、 紅まどんな 

※内容に変更が出る場合がございます。 

 

【次回例会のご案内】 

１１月１７日（木）12：30 ～     

於；長岡ベルナール チェルシー 

  卓話 青木 省一さん 


