
２０２３年 ３月２日 第１８１３回 例会 

司会ＳＡＡ 沖野 信行さん

★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 

 

★お客様のご紹介 フェローシップ委員 川上 一之さん 

 

★お食事 

 

★会長挨拶         会長 中村 和文さん 

 おはようございます。今週もよろしくお願いします。 

 先週もお話をしましたが、私の声の綺麗な共通語が、

ボイスレコーダーに認識されなかったというので、新し

いレコーダーに代えさせていただきました。今度は、た

ぶん良い声で入っているのかなと思いますので、よろし

くお願いします。 

 ようやく、春になりまして暖かくなりました。やっぱ

り春になるとちょっとウキウキしてきて、気分も良いで

すよね。 

そして３月は卒業シーズンでして、マテオ グティエ

レス アンドレ君は、今月卒業をされます。 

おめでとうございます。 

彼は、技大生で、米山奨学生にな

り世話クラブとなった当クラブ

に1年いらして今回無事に卒業と

いうことです。 

米山奨学生だった方が、大学の学長になられて新潟県

内におられるとか、あるいは、30 年前に世話クラブを

担当したラスマナさんという方が、母国インドネシアで

RC の会長をされていて、当時カウンセラーの田中誠一

郎さんとずっと交流があり、そのご縁から、来日をされ

て昨年の例会にご出席いただきました。アンドレさんも

長岡を離れるわけですが、ロータリーアンになる・なら

ないは別として、長岡を離れても長岡を覚えていていた

だいて数年後でも、例会に参加をしてもらえればと思い

ます。その時にもお隣のカウンセラーの諏訪部さんも、

多分いらっしゃると思いますし、待っていますので、是

非、帰って来てきださい。よろしくお願いします。ご卒

業おめでとうございます。 

 それから、私は春というと〝球春〟というのが思い出

されます。先ほどテーブルでも話をしていたんですが、

今、ＷＢＣというんですか、ベースボールクラッシック

が始まるということで、日本人選手も二十数人選ばれて

いらっしゃるんですが、その中の特に有名選手１０数名

位は名前や顔がパッと浮かんできます。やはり、日本国

内での大会ですので、是非、優勝していただいて、決勝
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戦はアメリカでやるみたいですが、3大会ぶりの優勝を

願っています。それだけの実力があるという評判です。 

 また、サッカーですね。アルビもＪ１に戻りまして、

今回は広島に勝ちました。私は、これは凄いことだなと

思っていまして、上手くいくとＪ１に残れると期待を寄

せています。成績も真ん中くらいで残ってもらえると嬉

しいなと、出資も何もしていないですが、そういう思い

でアルビを応援しています。新潟県のスポーツクラブで

すから、応援をしていて試合内容も観たりしているとこ

ろです。 

 あとは、近藤さんがよく言われているラグビーですね。

今、最盛期で試合が週に 1回はあるみたいですが、1番

が埼玉のパナソニックですか、新潟県からたった一人な

んですが、笑わない男というのが出ています。できたら

新潟県から更に数人でも活躍する選手が出てくれれば

という思いです。 

 という割に、私はスポーツを深くはやっていないもの

ですから、浅く、その程度の認識しか無いんですね。無

いがてらにもう一つ、今、将棋が盛んに行われておりま

して、藤井聡太さんが結構有名になって、皆さんテレビ

を見て応援をされて、将棋が頭に浮かぶ人もちょっと多

くなっているような気がします。以前の勤務先でも、将

棋をすると、そちらに時間を取られて仕事に差し支える

からと会社サイドでは、休み時間の僅かな休憩時間だけ

だったので、あまりよく知らないのですが、羽生善治さ

んや藤井聡太さんが出て来てから人気になりまして、将

棋の世界も賑やかなようです。 

藤井さんは五冠で、今、王将戦と

いうのをやっており、この前は藤井

王将が勝って 3勝、羽生九段が負け

て２勝、あと２回対戦があります。

羽生九段が勝てば最終戦に持って

いけるので、勝っていただきたい。私は、どちらかとい

うと羽生さんを応援していて、是非、王将をとっていた

だきたい。羽生九段が勝つとタイトルホルダーが 100期

目になるんですね。前人未到ですが 99 だったら 100 に

なって貰いたいという気持ちでいっぱいですので羽生

九段に勝って欲しいんです。 

ところが藤井さんは、棋王戦で渡辺明棋王に挑戦して

いるんですね。これは 5戦ですが、藤井さんが 2連勝を

しているので、あと 1勝で棋王になるそうで、その対戦

が 3 月 5 日新潟であるんです。勝てば 6 冠になるんで

すね。これは、今迄あまり無いことで、ひとつ得るのも

大変なことなので、一人勝ちというのも、中々凄いなと

みています。今、名人挑戦のトーナメント戦をやってい

るんですよ。名人の挑戦権を藤井さんが 5勝 2敗か 6勝

2敗かで TOPなんですね。そうすると名人の挑戦もでき

るとなれば、これがまた、渡辺明名人に挑戦をすること

になります。渡辺明名人は、今、藤井さんに連戦連敗な

んですね。そうすると可能性として名人戦も獲るのかな

と将棋を観ています。 

じつは将棋の話をするのは、2月に仲間と岩室に行っ

てきました。岩室は昨年６月に藤井棋聖の棋聖戦があっ

たということで、同じホテルや食べたものを味わうこと

は出来なかったのですが、６ヵ月遅れの同じ空気を吸っ

てきまして、楽しんで参りましたのでお話をさせていた

だきました。 

今日は、新しいボイスレコーダーで、私の声と共通語

が綺麗に取れていると思います。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 会長杯ワールドゴルフ大会が、５月５日から開

催の案内が届いております。理事会にはかり再度

ご案内をさせていただきます。 

 

➢ ３月のロータリーレート＝136円 

 

➢ 4月 23日長岡西創立 40周年について 

・2/24付で役割分担・担当配置、タイムスケジュールの

改版を皆さまにお届けしました。ご確認ください。 

 今後、当日の接遇については再度ご連絡させていただ

きます。 

・当日は記念撮影を 2回します。 

・本日は、創立 30周年時の DVDをご覧いただきます。 

 

➢ 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。今日は最後ですが、皆さんには

本当に感謝をしています。この１年間で、いろんな事を

経験して、お話をさせていただいて、聞かせていただい

て自分の考え方が変わり学ばせていただきました。私が

言うのはおかしいのかもしれないですが、成長出来たと

思います。今月卒業ですが、修士論文も無事に終わりま

した。自分の研究に対して、大学で学んで、技術に関し

て先生や周りの人たちに相談をして知識が増えました。 

将来は、中村会長に伺いましたが、他の人たち、大学

の学生の未来を応援して貢献をしたいと思います。自分

は、今、それを体験しているので、未来は考え方を共有

して、より支えたいと思います。大学や皆さんから学ん

だことを、研究開発の仕事に活かして、世界のどこでも

使えるものを作り上げたいと思います。 

皆さん、改めて１年間ありがとうございました。 

 

★委員会報告 

・ゴルフ同好会          渡辺 雅志さん 

３月２５日（土）に 4ＲＣ合同ゴルフコンペ 

申込期限は明日までなので、申込が未だの方は事務

局に連絡をしてください。今のところ三十数名の申

込がありました。上手い人もそうでない人も楽しく

やりたいと思います。 

 



４月１３日（木）ゴルフ同好会親睦ゴルフコンペ 

近々、ご案内をさせていただきます。できるだけ多

くのご参加をお願いします。 

 

・地区米山記念奨学委員会     渡辺 雅志さん 

３月４日（土）新潟イタリア軒で、米山奨学生終了

式があります。残念ながらアンドレ君は学会の関係

で欠席されますが、３月 16日の夜例会には出席をさ

れますので、その場で終了書をお贈りします。ま

た、カウンセラーの諏訪部さんに感謝状をお贈りし

ます。 

 

２月２６日に『米山学友会 一度は体験しませんか？

VR体験＆世界各国のお正月 PARTY』が、まちなかキャ

ンパス長岡創作交流室で行われました。 

以前、世話クラブだったイエンさんが学友として新潟

県に残っています。彼女が担当で、アンドレ君、諏訪

部さんも参加をされて、奨学生・学友ら１７名が集ま

り楽しい時間を過ごしました。 

 

学友会所属について決まりの変更 

奨学生が終わると学友になり、各地に学友会がありま

すが、自分の住んでいる所、アンドレさんは４月から

神奈川なので、神奈川の学友会にしか入れなかったの

ですが、決まりが変わって、自分が奨学生だった所の

学友会にも入れる、複数の学友会に入れる事になりま

したので、是非、新潟県の学友会にも入って、何かあ

る時には顔を出して下さい。 

  

・ＳＡＡ             沖野 信行さん 

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 

「春です。一番です。桜です。もう少しよろしくお願い

します。」 

 

・笹川 正子さんより 

「２月２６日 初長岡ジャズライブ、大盛況でした。」 

 

★お祝いの日 

・誕生日 

澤野 好裕さん ４日  長谷川 啓一さん ２３日 

桜井 カツエさん３日  沖野 信行さん  ２０日  

野本 幸一さん ２５日 勝沼 研さん   ２４日 

坂内 隆徳さん ２５日 伊藤 暢さん   １４日 

ご夫人 

相田 東洋雄夫人 久美子さん   １６日 

 

・結婚記念日 

 田中 誠一郎さん 節子さん    １４日 

 田中 哲夫さん  優美子さん  ２３日 

 丸山 司さん   聖美さん     ７日 

 小山 勝彦さん   栄美子さん  ２０日 

 北國 真哉さん  緑さん      ６日 

 伊藤 暢さん   ゆみさん   １３日 

 

★長岡西創立 30 周年 DVD視聴 

 

★点 鐘 

 

 

 

 

 

■２０２２-２３年度 第１０回理事会 報告 

2023年 03月 02日（木）13：30～14：00 

長岡ベルナール チェルシー 

 

議題 1 ボイスレコーダーの購入について 

集音マイクが経年劣化によりノイズ発生するため、

8,050円（税込）で買換えする旨承認された。 

 

議題 2 トルコ・シリア大地震に関する支援金のお願い

について 

クラブから 5万円の支援金を寄付する旨承認された。

（ニコニコ BOXから拠出） 

 

議題 3 長岡西ＲＣ40周年について 

統括担当責任者の近藤さん、会場管理委員の善財さ

ん、予算管理責任者の長谷川繁さん、渉外責任者の

長谷川啓一さん・講師担当の西方さん及び記念事業

責任者の中村会長から、長岡西ＲＣ40周年の各担当

の進捗状況につき説明された。 

 

議題 4 その他 

・RI会長杯ワールドゴルフ大会につき、ゴルフ同好会の  

有志と協議する旨確認された。 

・長岡商工会議所の引越し日程につき、報告された。 

 

 

 

 

 

 

■ 米山記念奨学期間終了者の終了式・歓送会 

  3月４日（土）12：30～15：00 

於；ホテルイタリア軒 ３階「サンマルコ」 

 

■ 2024-25年度南雲年度・団結の集い 

3月 6日（月）18：00～20：00 

於；長岡グランドホテル ２階「末広」 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✿ 3月 9日(木) 例会のメニュー 

小鉢 新じゃが・ブロッコリーのふくさ焼 

 (卵・小麦) 

中鉢 豚肉柔らか煮          (小麦) 

食事 春彩ばらちらし・稲庭うどん  

(小麦・卵・えび) 

水菓子 りんごのゼリー       (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】 

３月９日（木） 12：30 ～ 

卓話 星野 昌弘さん 

於；長岡ベルナール チェルシー 

 


