
２０２３年 ２月２日 第１８１０回 例会 

司会ＳＡＡ 村上 揚市郎さん

★本日の出席者  ４９名中３０名（欠席１９名） 

 

★本日の出席率  ６１．２２％ 

 

★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 

 

★お客様のご紹介 フェローシップ委員 須田成仁さん 

 

★会長挨拶         会長 中村 和文さん 

 おはようございます。今週もよろしくお願いします。 

まずは、お詫びを二点ほど。新入会員ということで、

おひとり皆さんにご照会をしていたのですが、急遽、今

週に入って残念ながら今回の入会を見合わせることに

なりました。ご協力をいただいておりまして、誠にあり

がとうございました。引き続き、新たな会員募集に力を

入れて参りたいと思いますので、皆さんからのご紹介を

お願いします。 

それともう一点、先週２６日に新年会を予定しており

ました。せっかくフェローシップ委員の担当者から楽し

い新年会を計画していただいていたのですが、予想だに

しない大寒波の襲来から、急遽、前日にキャンセルにさ

せていただきました。楽しみにされていた方も多かった

のですが、前日になっての中止のご案内になり、申し訳

ありませんでした。その代わりに後日改めて計画をした

いと思いますので、その節は多数のご参加をお願いいた

します。 

さて、今月のロータリーのテーマは、『平和構築と紛

争予防月間』です。というと思い当たるのがウクライナ

の紛争だと思います。昨年の 2 月 24 日でしたか、突如

として戦争が始まったわけです。『平和構築と紛争予防

月間』の２月にわざわざ、紛争を起こしたというので、

ロシアにＲＣがあるのかについて調べてみました。調べ

たとは言っても今朝ネットで急遽調べただけなので、そ

んなに詳しくは分からないので申し訳ないのですが、ネ

ットにはロシアのＲＣについては、書いてありませんで

した。ということは、ロシアにＲＣは無かったんです。 

参考にさせていただいたのが、 

2005年度に RI会長が前橋で 

講演をされていました。 

その時の話をピックアップし 

てみますと、ロシア国土の全体の東側 90％の地域は

5010 地区として、アメリカの含まれる地区になるそう

です。ロシアとアメリカとカナダの一部らしいんですけ

ども、その膨大な面積が 5010 地区に当たるそうです。

そして、そこの地区においてロシアのＲＣがあるのかと

思いましたら、やはりありません。社会主義にはＲＣは

存在しないらしく、ソビエト連邦当時の時代にＲＣ活動
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は全て禁止されたということで、ＲＣは存在しないらし

いです。ただ、ロシアの中でモスクワに 1990 年に初め

てＲＣが出来たということと、2003 年にサンクトペト

ロブルクでネバＲＣが出来ている事になっています。で

すので、一応はロシアの西側は広大な面積の僅か 10％

らしいんですが、その地区に 2つのＲＣがあるらしいで

す。どのような活動をしているのか分かりませんでした。 

それでウクライナはどうなのかと思ってみますと、こ

れは以前、渡辺さんの卓話の時にチラっとお話がありま

したが、ウクライナにはＲＣがあります。それもウクラ

イナは 1991 年に独立をしたそうですが、独立後直ぐに

キ―ウで初めてＲＣが設立されたということです。 

2013年には、クリミア半島 

およびドンバス地方に 

7つのＲＣがあって会員は 

合わせて 110人いたそうです。 

その後は少し前のデータなので、 

現在はどうか分かりませんが 

クリミアに存在するのは、シンフェロポリとアルシュタ

の 2 クラブのみで合わせて 14 人だそうです。一方、同

じウクライナでもキーウや西側の地域では、紛争の勃発

依頼、多くの新会員が入会をしてロータリーは着実に成

長をしているということらしいです。2014 年以降のウ

クライナのＲＣの数は 49 から 62 に増えて 6 つの衛星

クラブも設立されました。会員数は 800人から 1,100人

に増えているそうです。すなわちウクライナの首都の方

では、ＲＣが存在をしていて、戦争後でも更に人数が増

えており、活動をしているということです。活動の内容

としては、人道支援活動を行っており、難民の宿泊に関

する連絡や手配、緊急医療物質のリストの作成、提供を

しています。そして隣国のＲＣ同士で連携をしているら

しいです。RC は戦争があっても、ある程度の活動をし

ていることがわかりました。日本からも支援金が送られ

ています。 

もう一つ思ったのが、日本の近くにもある共産国の中

国では、どうなのかということです。中国には以前から、

マカオと香港とモンゴルにはＲＣがありました。しかし

ながら、中央といいますか、いわゆる中華人民共和国内

には、ＲＣは無かったということでした。2008 年に北

京オリンピックがあったと思いますが、その関係で

2005 年に北京と上海に社会奉仕あるいは各奉仕を考え

たいとＲＣが出来たということです。 

当クラブにも米山奨学生が来ていますが、日本は奨学

生を大事にし、支援活動しています。中国人の奨学生の

人数が多く、以前は第 2560 地区の奨学生の半数近くは

中国人だそうです。現在は 3～4 割でしょうか。奨学生

が帰国後 2009 年に米山奨学学友会が中国で誕生してい

ます。それだけ多くの奨学生が帰国後、日中間の橋渡し

をしながら信頼関係も構築していることと思います。米

山奨学が日の目をみたということなのでしょう。米山奨

学制度は良いことをしているんだな、とつくづく思うよ

うになりました。今後も米山奨学の活動には参加をした

いと思います。 

じつは４月以降に、当クラブは新たに米山奨学生を受

入るクラブになります。対象になられる方は、技大の中

国人の方です。また、その節は皆さんのご協力を仰ぎま

すのでよろしくお願いいたします。 

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 

➢ 第 2560地区ガバナーノミニーデグジネート 

（2025-26年度ガバナー）決定のお知らせ 

 室賀 信宏（むろが のぶひろ）氏 白根 RC 

➢ ロータリー米山記念奨学会より 

第２５回米山功労クラブとして感謝状が届きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 株式会社クマヒラ・ホールディングス 会長熊平雅

人 氏（東京ＲＣ）から今年も『抜粋のつづり』を

贈っていただきましたので、ご一読ください。 

 

➢ 1月のロータリーレート＝130円 

 

➢ 本日の例会後に理事会がございます。 

 

★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。今月は修士論文の提出と発表会

が予定されています。本当に久しぶりに忙しくしていま

す。今年は、これから将来の新しい生活が始まるのでワ

クワクしています。今までの例会、夜例会と皆さんとの

交流ができて良い 1年でした。また、皆さんからのサポ

ート奨学金のお陰で、自分の勉強が出来ています。親も

経済的に大変なので感謝をしています。 

最後の学生期間を一生懸命に頑張ります。 

ありがとうございました。 

 

★委員会報告 

・ＳＡＡ             村上 揚市郎さん 

先月のニコニコＢＯＸ投入額は、18,000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 

・沖野 信行さんより 

「足を悪くして、2ヶ月例会を休ませていただきまし

た。おかげ様で今後のリハビリで通常に戻します。あり

がとうございました。」 



 

・笹川正子さんより 

「1/21（土）新潟ジャズストリートに初参加しまし

た。」 

 

★お祝いの日 

・誕生日 

柳沢 久敏さん １９日   大貫 啓三さん １９日 

渡辺 恵 さん ２１日   森田 直子さん ２２日  

江口 耕三さん １２日   小山 勝彦さん １９日 

松本 克幸さん １６日 

 

ご夫人 

江口 耕三 夫人 裕美子さん  １６日 

小山 勝彦 夫人 栄美子さん   ３日 

 

・結婚記念日 

渡辺 雅志さん 久美子さん    ８日 

佐山 武志さん 美香さん    １９日 

三条 正道さん 雅美さん   １１日 

須田 成仁さん 真弓さん   １０日 

 

★点 鐘 

 

 

 

 

 

■２０２２-２３年度 第９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 

 

議案 1．米山記念奨学生の世話クラブとカウンセラーの 

お引き受けについて 

２０２３年４月１日～２０２４年８月３１日 

周 燕妮（シュウ エンジ）さん ２３歳  

中国・河南省 長岡技術科学大学 

 

世話クラブ受諾 

カウンセラーは長谷川啓一さんに決定した。 

 

議案２. 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 委員に、北國真哉さんを 

推薦した。 

 

議案３.２０２３-２４年度例会場掲示幕について 

例年同様、縦型タイプ 22,000円購入した。 

 

議案４.長岡西 RC40周年について 

40周年式典につき、実行委員会を兼ねて、骨子につき 

協議した。 

決定条項につき、改めてクラブメンバーへ報告予定。 

 

議案５.その他 

2023-24年度の当クラブ理事につき報告及び確認 

会長エレクト長谷川繁さんから、次年度フェローシッ  

プ委員長として、松本克幸さんの理事選任を確認した。 

 

 

 

 

■ 第２回米山記念奨学委員長セミナー 

  ２月４日（土）13：00～16：00 

於；ホテルオークラ新潟 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✿ 2月 9日(木) 例会のメニュー 

小鉢 春キャベツ当座煮（小麦・えび） 

温鉢 治部煮（小麦） 

焼物 鰆柚庵焼（小麦） 

御飯 白飯 

香の物 

 椀  あおさと三つ葉の味噌汁（小麦） 

水菓子 あまおう・デコポン 

※内容に変更が出る場合がございます。 

 

【次回例会のご案内】 

２月９日（木） 12：30 ～ 

卓話 霜田 英一さん 

於；長岡ベルナール チェルシ

ー 

 


