
２０２２年 １１月１７日 第１８０２回 例会 

司会ＳＡＡ 諏訪部 徹さん

★本日の出席者  ５０名中２４名（欠席２６名） 

 

★本日の出席率  ４８．００% 

 

★ビジター（1名） 

地区ロータリー財団委員会 木村 譲さん（三条南 RC） 

 

★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） 

★点 鐘  

 

★会歌斉唱   それでこそロータリー 

 

★お客様のご紹介 フェローシップ委員 三条 正道さん 

 

★お食事 

 

★会長挨拶         副会長 西方 太地さん 

皆さん、こんにちは。副会長の西方です。本日は中村

会長が体調不良でご欠席の為に、私にお鉢が回って参り

ました。また、皆さんの前でご挨拶をさせて頂く機会を

いただけて嬉しい限りでございます。とは言え、会長職

を終わった身なので特に話す内容を用意しておりません

でしたが、私の事を思い出していただければ有り難いで

す。 

申し遅れましたが、本日は、地区ロータリー財団委員

会 木村さんには、お越しいただいてありがとうござい

ます。 

今月は、ロータリー財団月間ということで、皆さんか

らご寄付を賜っている次第です。例年ですと皆さんから

２万円の寄付を募っているのですが、今は円安が進んで

おります。通常ですと 180$の寄付をお願いしているとこ

ろで、為替レートで 110円であると丁度２万円位になる

のですが、今時点では 180$でお願いをすると為替レート

139円で約２万５千円になるようなので、今、実際にいた

だいている２万円では、若干不足しているようです。 

何故、私がこのようなことを申し上げるかといいます

と、先程、会長エレクトと次年度は地区補助金を使った

社会奉仕事業に取り組みをさせていただこうという考え

の話しておりましたので、その為にも先を考えて皆様か

らの更なるご協力が必要だと思っての事でございます。 

ロータリーは奉仕と親睦を大切にしなければなりませ

ん。ロータリー財団、米山記念奨学会も、ロータリーク

ラブに所属しているからこそ関われる本当に有意義な事

業だと感じております。もし、懐に余裕のある方は追加

で５千円を拠出していただけると例年通りのロータリー

財団への拠出となると思ってございます。この後に、木

村さんからもそのようなご挨拶と説明があるかと思いま

す。ぜひ寄付をしたい！方は、是非追加でのご寄付をお

願いします。 

また、只今は副会長という職をあずかっておりますが、

最近は親睦の機会が減っているなと感じています。その

影響もあって出席率も低くなっておりますので、皆さん
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もお時間を空けていただきロータリーの例会に参加する

ことで、交流が生まれ盛り上がっていきます。中村会長

を盛り上げて行きたいなと思っておりますので、参加を

し、交流をしていただいて、更に親睦を深めて行きたい

なと思ってございます。 

今日は中村会長がお休みですが、再来週の夜例会には

元気に復活されると思いますので、久しぶりの市内ロー

タリアンとの交流の機会でもありますので、皆さんには

是非とも参加をしていただきたいと思います。 

以上、副会長挨拶となります。ありがとうございまし

た。 

 

★お客様よりご挨拶 

地区ロータリー財団委員会 木村 譲さん 

 地区のロータリー

財団といたしまして

は、直近の補助金の額

をお知らせしてご協

力をして貰って来い

と仰せつかっており

ます。長岡西 RC さん

は、沢山のご寄付をい

ただいておりまして、本当にありがとうございます。 

 今年度の地区補助金申請はされておりませんでしたが、

次年度はお考えがあるようにお聞きしましたので、是非

ともご活用をお願いします。地区補助金の額は３年前の

寄付実績の 25％が各 RCに割り当てられるシステムです。

ポリオは、アフリカの地域における野生型ポリオが根絶

していますが、２カ国に発症があるようですのでもう少

しポリオへの協力が必要となります。（一部抜粋） 

 

 

★幹事報告           幹事 近藤 賛さん 

➢ １１/１０（木）理事会報告 

9つの議題について報告・相談をさせていただきま

して、承認をいただいております。 

詳細には、クラブ会報に記載がございますのでご

確認ください。 

 

➢ 地区行事報告 

国際ロータリー第 2560地区地区大会の開催 

11/12（土）於；ホテルイタリア軒 

・地区指導者育成セミナー 

当クラブ 会長、幹事、米山委員長、R財団委員長 

・RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 

当クラブ 会長、幹事、地区役員 渡辺雅志さん 

11/13（日）於；ANAクラウンプラザホテル新潟 

・本会議 

  当クラブ 幹事、地区役員 渡辺雅志さん 

  オンライン参加 現地会場参加以外のメンバー 

・各種表彰のご報告 

 『ガバナー賞 

2021-22年度分区公共イメージ表彰』 

              

前年度 6/18に、長岡

RC、長岡東 RC 合同

で、ロータリー奉仕

デーに併せて、悠久

山公園翡翠池周辺の

クリーン作戦を実施

し、TV放映されロー

タリー奉仕活動を広

く一般に高めたこと

により受賞。 

 

 

 

『ガバナー賞 

2021-22年度 

米山記念奨学会クラブ表彰 

クラブ個人平均寄付額第３位』 

 

 

 

 

 

 

『End Polio Now：歴史を作るカウントダウン』 

 キャンペーン感謝状 

                  

                 

 

 

 

 

 

 

 

少なくとも 1,500 米ドルをロータリーのポリオ根

絶活動に寄付をしたクラブに贈られます。 

 

地区大会記念ゴルフ大会 団体戦 １２位 

 

★米山奨学生に奨学金の贈呈 

 

★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。 

 2週間前に、米山親睦交流会に参加をさせていただき

まして、本当にありがとうございました。諏訪部さんと

渡辺さんと一緒に良い交流ができました。凄く楽しくて

感謝しております。その後に、国際学会に参加をするた

めに沖縄に行ってまいりました。無事に発表も出来て、

楽しかったです。今は、卒業論文、修士論文を書いてい

るところです。今迄の皆さんとの体験を思い出して本当



に頑張りたいと思っています。これから年末にかけての

例会やイベント参加を楽しみにしています。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

 

★ニコニコ情報 

・石黒俊之さんより 

「いつもお世話になっております。お歳暮と新春の商品

チラシをお持ちいたしました。よろしければ、ご用命く

ださいませ。」 

 

・青木省一さんより 

「長岡ベルナールの PR です。年の瀬が近づいてきまし

た。年末に向けて長岡ベルナールでは、催し物『カフェ&

スィーツマーケット』、テイクアウト料理、そして例年

のおせち販売を行います。よろしければ、お帰りにパン

フをお持ち帰りください。よろしくお願いいたします。」 

 

★卓話               青木 省一さん 

 「青少年交換委員会 短期・長期交換学生について」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★点 鐘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✿ 12月 1日(木) 例会のメニュー 

※内容に変更が出る場合がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

❤２０２２年 11月 29日（火） 

第 1803回例会 報告 

移動例会 長岡市内 4RC合同夜例会 

ホスト： 長岡ロータリークラブ 

会 場： 長岡グランドホテル 

受 付： 17：30～18：00 

例 会： 18：00～20：00 

点鐘 

会歌斉唱 我らの生業 

会長 挨拶 長岡 RC会長 阿部 修靖さん 

講演会 

講師 藤塚茂子さん（歯科衛生士・高橋歯科医院勤務） 

演題「ピンピンころり」 

懇親会： 18：40～20：00 

 

乾杯 長岡西 RC会長 中村和文さん 

 

中締 長岡東 RC会長 藤井英雄さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【次回例会のご案内】 

１２月 １日（木） 12：30 ～  

  於；長岡ベルナール チェルシー 

 

お祝いの日 

例会後、理事会 

 


