
２０２３年 １月１２日 第１８０８回 例会 

司会ＳＡＡ 棚橋 秀史さん

★本日の出席者  ４９名中３４名（欠席 1５名） 

 

★本日の出席率  ６９．３９％ 

 

★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  

 

★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 

 少し年が明けて時間が経ちましたが、年が明けて初め

ての例会になりますので、明けましておめでとうござい

ます。 

昨年は本当にお世話になりました。上半期の７月から

１２月におきましては、皆さんのご協力のお陰をもちま

してほぼ予定通りにいきました。コロナ禍で少し心配を

した部分もありましたが、これもひとえに皆さんのご支

援のおかげで順調に恙なく進めたと思います。ありがと

うございました。 

 さて、皆さんは正月をどの様にお過ごしだったでしょ

うか。私は、コロナ禍ということで余り出入りが無かっ

たのですが、正月ですので自宅で多少の飲み会を楽しみ、

テレビを見ていました。テレビでは、だいたいスポーツ

を見ていましたが、

駅伝が凄いですね。

正月１日からありま

したし、２日と３日

に大学がありまし

た。駅伝の中で、新潟

県内で結構有名な方が４人位いらしたのかな、特に青学

に２人いましたね。ただその中で、私が本当に頑張って

もらいたいと思ったのが東洋大学なんですね。東洋大学

は山古志に何回か来て練習をされているので長岡と繋

がりがあります。東洋大学自体も、少し前から知ってい

たので応援をしていましたが、ギリギリといった成績だ

ったのでしょうか、まあ良かったかなと思って見ていま

した。また山古志で練習すれば早くなるでしょう。 

 本来お正月は、個人的には、お休みが多くて非常に良

い月で楽しい月なんです。しかし仕事上ということでは、

お願いをする立場からすると、建設業界は下手をすると

半月も休みになることもあるので、ちょっと予定・工程

を組むのには大変な時期でして、そんなことで心の葛藤

があり過ごしていました。 

先ほど棚橋さんが「18歳と 81歳」の話をされていま

したが、私もその中間より若干上ですが、仲間からくる

年賀状は、大抵が「定年退職をしました」だとか「もう

年金生活です」というのが多いです。たまに、その中で

数人から「今、関東支店です」あるいは「名古屋支店で

す」とありました。この数人というのは役員になってい

て自宅からは遠く離れて単身赴任なんですが、その後に
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「あと何年過ごせるかな」という意味合いも書いてあっ

たものですから、私自身もそれを読みながら「あと何年

かな」と思って読んでいた次第です。そんな年賀状のや

り取りから健康を考えてもみました。健康でなければ、

スポーツもそうですし、ロータリーの皆さんともお会い

出来ませんので、健康維持を心掛けて下半期も皆さんの

ご支援とご協力によりまして、進めて参りたいと思いま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

そして下半期には、我が長岡西 RC には大切なシーズ

ンになります。4月 23日（日）に 40周年記念式典・祝

賀会があります。皆さんに参加をしていただくことにな

っています。後ほど各委員長から皆さんにお願いがある

と思いますが、その節はご協力をお願いします。 

これから心新たに頑張っていきたいと思いますので、

よろしくお願いします。以上です。ありがとうございま

した。 

 

★お客様のご紹介 フェローシップ委員 松本 克幸さん 

 

★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。明けましておめでとうございま

す。今年もよろしくお願いします。昨年は皆さんにいろ

いろとお世話になりました。先ほど、渡辺雅志さんと話

をしていて、今月は新奨学生の応募者の面接があるそう

です。僕は面接の時を思い出しました。とても緊張して

いました。それでも他の留学生たちと交流をして、新し

いアイディアや思いを聞いて面白いと思いました。そし

て合格できて、こうして皆さんにお世話になり本当に将

来に役立つ経験をさせていただいています。また、いろ

いろなサポートに感謝をしています。僕は３月卒業をし

て、社会人になって新しいチャレンジがきます。大変な

のでしょうが楽しみにして頑張りたいと思います。残り

の大学生生活の３か月を楽しんで、皆さんとも交流をし

たいと思います。改めて、今年もよろしくお願いします。

ありがとうございました。 

  

★幹事報告           幹事 近藤 賛さん 

➢ 2023-24年度 RI会長テーマ １月９日発表 

ゴードン R.マッキナリー氏 

サウス・クイーンズフェリーRC（スコットランド） 

『世界に希望を生み出そう』 

 

➢ Ｒ４年８月新潟県・青森県の豪雨災害支援金につ

いてお礼状が届きました。 

 

➢ 1のロータリーレート＝132円 

 

➢ 米山記念奨学会より感謝状の贈呈 

米山功労者第１回      星野 昌弘さん 

     第４回マルチプル 細川 恭一さん 

 

➢ 日本ロータリー財団より認証襟ピンの贈呈 

ＰＨＦ   坂内 隆徳さん 

ＰＨＦ＋３ 澤野 好裕さん 

 

➢ 本日の例会後に理事会がござます。 

 

★委員会報告 

・フェローシップ委員長       善財 康行さん 

昨年の話になりますが、１２月２２日にクリスマス例

会が開催されました。年末のお忙しい時期ではござい

ましたが、ご参加をいただいた皆様、本当にありがと

うございました。年が明けまして今月２６日に新年会

が開催されます。今迄と違うアトラクションも計画を

しておりますので、皆さん、お誘い合わせの上ご参加

いただけたらと思います。 

 

・ＳＡＡ              棚橋 秀史さん 

先月のニコニコＢＯＸ投入額は、27,000円でした。 

皆さんのご協力をありがとうございました。 

 

★ニコニコ情報 

・中村 和文さんより 

「桜の季節が待ち遠しいです。」 

 

・田中 哲夫さんより 

「明けましておめでとうございます。やっと社会復帰が

できました。今後ともよろしくお願いいたします。」 

 

★お祝いの日 

・誕生日 

 久世 紀男さん １０日 笹川 正子さん １７日 

西方 太地さん １９日 諏訪部 達さん ２８日 

ご夫人・ご主人 

青木 省一夫人   記代子さん  ８日 

柳沢 久敏夫人  トシ子さん  ３日 

久世 紀男夫人  薫さん   ３０日 

桜井カツエご主人 益樹さん  １２日 

石原直次郎夫人  幸子さん  １７日 

 

★クラブ協議会        会長 中村 和文さん 

上半期の報告・下半期の計画の発表 

会計監査     澤野 好裕さん 

ＳＡＡ      江口 耕三さん 

会員増強     渡辺 雅志さん 

クラブ広報    長谷川 啓一さん 

フェローシッップ 善財 康行さん 

 

★点 鐘 

 

 

 

 

 



 

■２０２２-２３年度 第 7回理事会 報告 

2023年 1月 12日（木）１３：３０～１４：００ 

長岡ベルナール チェルシー 

 

議題 1 2023－24年度(米山ガバナー年度)第 2560地区 

委員ご推挙のお願いについて 

・ ロータリー財団委員会･委員１名の推薦につき、理事

会にて推挙のお願いしたところ、再度、適任者につき

会長･幹事から提案する旨確認された。 

・ 米山記念奨学委員会 奨学生・学友委員会 委員長

として、渡辺雅史さんを推薦する旨承認された。 

 

議題 2 2024－25年度(南雲ガバナー年度)第 2560地区 

委員ご推挙のお願いについて 

・ 社会奉仕委員長として、青木省一さんを推薦する旨

承認された。 

 

議題 3 長岡西ＲＣ40周年について 

・ これまでの進捗について、統括委員近藤及び事務局

石黒さんから、「事業計画書」(12月 24日付)をクラ

ブメンバー全員へ報告した旨確認された。 

・ 「記念事業」のモニュメント(ラフ案)について、担当

責任者の中村会長から、進捗状況につき説明された。 

 

議題 4 その他 

・ 例会予定日の変更について、下記日程に変更する旨

理事会にて承認された。 

＜例会予定日の変更について＞ 

３月１６日（木）休会 → 職場訪問兼雪見酒例会 

５月１１日（木）例会 → 休会 

（翌週１８日にお祝いの日、理事会） 

２５日（木）休会 → 例会 

６月 １日（木）例会 → ゴルフ例会 

８日（木）ゴルフ例会 → 例会お祝いの日、理事会 

 

 

 

 

■２０２２-２３年度 第８回理事会 報告 

2023年 1月 13日（金）書面表決 

議題 1 会員推薦について 

 株式会社メデック 曳田竜介 氏（推薦者 中村和文

さん）の入会について理事会にて承認をされました。 

 

 

 

 

◆一般社団法人長岡青年会議所２０２３年度新年会 

 １月１２日（木）18：30～20：30 

 於；ホテルニューオータニ長岡 2階白鳥の間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✿ 1月 19日(木) 例会のメニュー 

小鉢 三つ葉と菜花の浸し （小麦・卵） 

造里 旬のお造り （小麦） 

温物 鰤大根 （小麦） 

御飯 里芋と鶏そぼろ炊き込み （小麦） 

香の物 蓮根きんぴら （小麦） 

   椀    味噌汁 （小麦） 

甘味   白玉栗ぜんざい 

※内容に変更が出る場合がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【次回例会のご案内】 

１月１９日（木） 12：30 ～ 

クラブ協議会 

於；長岡ベルナール チェルシー 

 


