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第 2172 回　2020 年 10 月 29 日例会報告
点　鐘
会長挨拶　中村会長
ビジター紹介　中山親睦委員
永田雄治君（春日部西 RC）
RI 第 2560 地区ガバナーエレクト
高尾茂典君（新潟中央 RC）
大井悌司君（新潟中央 RC）
ビジターへの謝辞　中村会長
高尾ガバナーエレクト挨拶（新潟中央 RC）
野球同好会　大井悌司君挨拶（新潟中央 RC）
永田雄治君挨拶（春日部西 RC）
米山奨学委員会　姉崎委員長
小林千鶴君、中村文彦君からそれぞれ 5 千円、諏佐　
渉君、神林義則君、森田雅巳君、岡田亮一君、鈴木
賢一君、加地正樹君、馬場伸行君からそれぞれ 1 万
円いただきました。
野球同好会　鈴木キャプテン
10 月 17 日 7RC 野球大会
小林　治君へ優秀選手賞
社会奉仕委員会　岡田委員長
10 月 24 日天使園清掃活動の報告
ニコニコボックス紹介　小林委員
高尾茂典君　今年はガバナーエレクトとして、来年
はガバナーとして皆様にお世話になります。
大井悌司君　市内野球大会では大変お世話になりま
した。
大澤　力君　春日部西 RC 永田君、ようこそ。あい
にく、本日は 100 万＄の食事例会のカレーですが、
浮いた食費をポリオプラスに寄付しますので、お許
しください。

ニコニコ BOX 総計 142,000 円

幹事報告　小林千鶴副幹事
・「ドナルド・マクドナルド・ハウスにいがた建設
募金」は 10 月 21 日現在、目標額の 1.8 億円を達
成。御礼文書が届いておりますのでお知らせいたし
ます。
・例会終了後、定例理事会をこのまま「コンチネン
タル」で開催いたします。
・次週 11 月 5 日例会は規定適用休会です。

卓話
　会員スピーチ「ロータリーと私」
　　　　　　　　　　　　　　　青池　秀夫君
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10/29
会員数 出席者数 欠席者数 出席率
38（36）名 28名 8名 77.78％

10/8
メークアップを
含む出席者

メークアップ後
欠席者数

メークアップ後
出席率 月出席率

34名 3名 91.89％

第 2173 回　2020 年 11 月 12 日例会報告
点　鐘
会長挨拶　中村会長
本日は 2 週間ぶりの例会になります。11 月 3 日 ( 火 )
は、大野先生を囲んでのゴルフ大会が開催されまし
た。参加された皆さん、大変お疲れ様でした。設営
をした中山さん、中郡さん、今野幹事、ありがとう
ございました。
11 月 4 日 ( 水 ) は、アメリカ大統領選挙が行われ
ました。まだ、結果は出ておりませんが、このまま
の選挙情勢で、バイデン元副大統領が当選される
と、WHO の最大の支援国であるアメリカ合衆国は、
WHO からの脱退が無くなります。あらためてロー

本日の例会案内（11 月 19 日）
 卓話
　「いにしえとの邂逅〈商人伊藤文吉〉」
　　　一般社団法人北方文化博物館
　　　　　　　　　専務理事　佐藤　隆男 氏



タリークラブのポリオ撲滅のための活動に影響が無
く活動できそうです。
また、11 月 10 日 ( 火 ) は、1 日で判明したコロナ
ウィルス感染症の陽性者数が新潟県で過去最大でし
た。同時に明るいニュースもありました。米国ファ
イザー社が独ビオンテックと開発しているワクチン
の有効性が 9 割で確認されたそうです。
コロナウィルス感染拡大が懸念される中、新潟西
ロータリークラブでも対策を講じています。通常例
会が開催できなくなることを想定して、リモート例
会の為の独自ホームページの作成を行っています。
リモート例会を開催しないことが望ましいのです
が、いざというときのための準備を行っていること
も皆さんにお伝えしておきます。

ビジター紹介　中山親睦委員長
大宮一真君（新潟東 RC）
ビジターへの謝辞　中村会長
IAC 献血キャンペーンご案内とお願い
新潟東 RC　大宮一真青少年奉仕委員長
誕生・結婚記念日お祝い品の贈呈
中山親睦委員長
11 月お誕生日お祝い
10 日　神林義則君
15 日　姉崎　健君
11 月結婚記念日お祝い
19 日　田村　修君
22 日　鈴木賢一君
28 日　三浦英敏君
ロータリー財団委員会　谷合委員長
小林　治君、諏佐　渉君、稲葉忠克君、大澤　力君、
今野克久君、田村　修君、吉村鳳一君からそれぞれ
＄100、野田誠記君から＄200 いただきました。
米山奨学委員会　長谷川委員
大野康則君、長谷川英郁君からそれぞれ 1 万円いた
だきました。
ニコニコ BOX 紹介　中郡委員
小林　治君　大野先生ありがとうございました。2
位頂きました。
神林義則君　誕生日祝いありがとうございます。43
才になりました。体に気をつけたいです。
三浦英敏君　26 年になりました。ありがとうござ
います。
大澤　力 君　12 月 10 日（木）AM10：00 ～ 11：
00、西区役所入口周辺で西区笠木小学校の児童 29
人が授業で育てたさつまいもを配布します。交通安
全を呼びかける社会貢献に役立てたいという子供達
の希望ですので、見かけたら声をかけてもらってあ
げて下さい。どうぞ、大宮さんも新潟市教育委員さ
んとしてお越し下さい。
中山雄二君　11 月 3 日大野先生を囲むゴルフコンペ
で第 3 位になりました。姉崎会の皆様からも募金を頂
きました。ありがとうございました。
田村　修君　結婚記念ありがとうございます。もう
忘れてました。
青池秀夫君　先々週は、私の「つたないスピーチ」

をお聞き下さいまして、有難うございました。とこ
ろで、話の中で提案致しました、「私の西ロータリー
クラブに掛ける夢」とした、多勢が地区に出航する
案、如何でしょうか。正しくロータリーを理解する
には一番の早道と考えます。ぜひ若い人が多いクラ
ブです。地区へ出て下さいます様望みます。

ニコニコ BOX 総計 158,000 円

幹事報告　今野幹事
11 月ロータリーレートは 104 円です。

卓話
　『新潟都心のまちづくり』
　　　　　　新潟市　参事　加藤　雅之 氏
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11/12
会員数 出席者数 欠席者数 出席率
38（36）名 28名 8名 77.78％

10/22
メークアップを
含む出席者

メークアップ後
欠席者数

メークアップ後
出席率 月出席率

30名 6名 83.33％

年次総会開催告示
新潟西ロータリークラブ年次総会を左記により開催
いたします

期　　日　令和 2 年 12 月 3 日
　　　　　（木曜日・第一例会）
付議事項
　1、次々年度会長の選出、承認
　1、次年度役員の選出、承認　幹事・副会長・
　　会計・会場監督
　1、次年度理事の選出、承認
　　親睦活動
　　委員長・青少年奉仕委員長
　　職業奉仕委員長・国際奉仕委員長・
　　社会奉仕委員長
　　プログラム委員長・副幹事

以上クラブ細則第三条第一節により告示します。

　　　令和 2 年 10 月 29 日
　　　　　　　新潟西ロータリークラブ
　　　　　　　　　　会　長　　中村　文彦


