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新潟 RC 3 月第 1 例会 (2022.3.1) （Zoom 例会併催） №３４０３ 

１２:００開会 お弁当持ち帰り例会 

 

 

(1) 「君が代」 

ロータリーソング「奉仕の理想」ピアノ演奏 

(2) 石橋 正利会長挨拶 

3 月は、「水と衛生月間」です。「水と衛生」の世界の現状は、

衛生的なトイレや水設備が利用できない人が、なんと 25億

人もいます。そして、衛生設備や安全な水の欠如が原因で、

毎日、1,400 人もの子供たちが命を落としています。アフリ

カの僻地に住む女性たちの中には、毎日 6 時間かけて水

を汲みに行かなければならない人々がいます。いかに、日

本に住む私たちが恵まれているかがわかります。 

「水と衛生のためのロータリアン行動グループ」を創設した

カナダ RC 所属のデニムさんの取り組みをお伝えします。 

2010 年に、安全な水が不足するケニアで、水と衛生プログ

ラムの主要な援助国側パートナーとなり、実施国側のクラ

ブ（ケニア）と、各家庭で貯水タンクを設置するための資材

を提供し、その設置方法を教えました。3 千基以上の貯水

タンクの設置に資金が提供され、およそ 28,000 人が安全

な水を利用できるようになりました。これまでは、家族の女

性や子供が水をくむために1日に何キロも歩かなければな

りませんでしたが、もうその必要はなくなり、今では、子供た

ちは学校に行く時間の余裕ができました。 

では、「水と衛生を改善するロータリー」と「水が変えたグア

テマラの生活」の映像をご覧ください。RC の奉仕の使命に

心打たれます。 

それでは、国内の RC の水に関する奉仕活動をお伝えい

たします。 

まずは、福島中央ロータリークラブ（福島県）の活動です。

水質の良さで知られる猪苗代湖の環境を守るため、漂着

する水草の回収活動を行っています。そして、水戸ロータ

リークラブ（茨城県）の活動です。千波湖の水質を浄化する

ため、ビオトープ（野生動植物の生息地）を造成しています。

地域の子供たちも参加しています。そして、彦根ロータリー

クラブ（滋賀県）の国外での活動です。ベトナム戦争で使用

された枯葉剤による障がい児へのサポートとして、老朽化

した手洗所、シャワー、トイレの改修を行っています。そし

て、広島と台湾の各２ＲＣによる台湾・水質改善プロジェクト

の活動です。度重なる台風や春季豪雨により岩や土砂が

流出して、貴重な水源の取水口は度々破壊されました。そ

の結果、取水システムは機能不全に陥り、貯水タンクに水

は無く、約 300 名の住民への水供給は止まった状態となっ

ていました。このような状況に対して、4 つのロータリークラ

ブの合同プロジェクトとして抜本的な取水設備改善計画を

立案、実施しました。我が新潟 RC としても、水と衛生に関

する具体的な取り組みを考えて行きましょう。 

最後に、皆さんご存じのように SDGsの取り組みの中にも、

「6.安全な水とトイレを世界中に」があります。掲げられてい

るターゲットは、①全ての人々の、安全で安価な飲料水の

普遍的かつ衡平なアクセスを達成する。②全ての人々の、

適切かつ平等な下水施設・衛生施設へのアクセスを達成

し、野外での排泄をなくす。③汚染の減少、投棄の廃絶と

有害な化学物・物質の放出の最小化、未処理の排水の割

合半減及び再生利用と安全な再利用の世界的規模で大

幅に増加させることにより、水質を改善するなどです。世界

に眼を向けるようにいたしましょう。 

 

(3) １００％出席バッチ贈呈（辻 和彦出席委員） 

 

 

 

 

(4) 誕生日お祝い贈呈(７名) 

 

(5) 結婚記念日お祝いの紹介(１１名) 

 

本多  晃君 5年 吉田 和弘君 5年 

小飯田澄雄君 12年 宇尾野  隆君 14年 

山田 隆一君 27年 得永 哲史君 38年 

本間  彊君 43年   

 2021-22 年度 
国際ロータリー会長 
シェカール・メータ 

 
2021～22 年度 

新潟ロータリークラブ会長 
 

石橋 正利  

 



(6) 各種ご寄付の発表 

ロータリー財団寄付発表(東海 幸一委員) 

本間 利夫君 本間  彊君 

久保田敦紀君 高橋 秀松君 

石橋 正利君 内山 博之君 

米山奨学会寄付発表（織戸 潔副委員長) 

高橋 秀松君 本間  彊君 

宇尾野 隆君  

青少年育成基金寄付発表(小飯田 澄雄委員長) 

高橋 秀松君 本間 利夫君 

本間  彊君  

(7) ニコニコボックス紹介（桒原 美樹委員） 

・髙橋 秀樹君 ロータリーの友誌３月号 ５０ｐに私のことが

書かれてあり、びっくりしてニコニコします。 

・本間  彊君 我が家は娘三人、女の子の孫１人、妻一人

の女系家族です。３月３日ひな祭りを迎えます。 

(8) 幹事報告（内山 博之） 

・ロータリーレートが今月より１ドル１１６円に変更になりまし

た。 

・本日、開催されました理事会におきまして、来週以降の例

会の持ち方について討議致しました。まん延防止等重点

措置が延長となる場合には来週以降も時間短縮、お弁当

持ち帰り例会、解除される場合には３月８日より通常例会

（１２時よりお食事、１２時３０分開会 １３時３０分閉会）をＺｏｏ

ｍ例会併催で開催することに決まりました。 

・４月１２日は予定通り観桜例会を開催致します。当日、地

区ゴルフコンペと重なりますが、そちらの懇親会はないそう

ですのでコンペご参加の方も観桜会にご出席いただけま

す。イタリア軒クーポン券をご利用頂けます。 

(9) ３月１日の例会参加率 

 

 

 

 

Zoom参加 １２名 

 

３月８日の例会予定 

１２時お食事開会 １２時３０分点鐘 

１３時３０分閉会  Zoom併催例会 

新潟ローターアクト 近藤奈月会長  

（３月１３日が世界 RAの日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟ロータリークラブホームページアドレス 

http://www.niigatarc.jp/ 

会員数 算定対象者 出席者 参加率 

８８ ８５ ６６ ７７．６５ 

３月 1 日 理事会報告 出席者 １０名 
 
１ 今後の例会開催について ＝ 承認 
明日、新潟県から蔓延防止等重点措置の継続か解除の発

表がされるので、それを受けて第２例会以降、継続なら

ば短縮例会継続とし、解除ならば通常例会とする。 
２ PETS のクラブ補助金について ＝ 承認 
PETS 登録料 11,000 円のうち 6,000 円、会長エレクト

と幹事エレクト登録料 13,000 円の全額をクラブ負担と

し、旅費登録料より支出する。 
３ 地区協議会のクラブ負担金について(高橋秀松君) 
＝ 承認 
参加人数が 50 名前後で確定ではないが、一人当たり

6,000 円をクラブ負担とし、旅費登録料より支出する。 
４  退会届について ＝ 承認 
・事業創造大学院大学 学長 仙石 正和君 
・㈱新潟日報社 代表取締役専務 髙橋 正秀君 
５ 入会推薦の件 ＝ 承認 
・事業創造大学院大学 学長 五月女 政義君 
 (御紹介者 西澤 正豊君 佐藤 隆夫君)  
６ ３月のプログラム(予定) ＝ 承認 
３月 １日 第一例会につき卓話なし 
３月 ８日 新潟ローターアクト 近藤奈月会長 
(３月１３日が世界ＲＡの日) 
３月１５日 会員スピーチ  
３月２２日 会員スピーチ  
テンプスタッフフォーラム㈱ 代表取締役社長 
苅部雄一君  
３月２９日 卓話 トキエア㈱   
代表取締役長谷川 政樹氏（ＺＯＯＭ予定） 
事業推進室八重樫さんか、小出さんが来訪予定  
７ その他 
・職業奉仕委員会主催講演会開催の件（小川委員長より

提出） ＝ 承認 
４月２１日１５時より、イタリア軒にて、株式会社ブラ

ンクエスト代表取締役の矢口仁氏より、「起業から企業

へ そして事業承継」と題して講演会を開催する。詳細

内容については、後日、小川委員長より石橋会長へ説明

がある。 
・得永委員長より、ロータリー財団の寄付について、現

在８８名中３１名よりご寄付いただいているが、更なる

寄付を募っていきたい旨のお話があった。 
・荻原幹事エレクトより、２０２２～２０２３年度理事

役員及び各委員会名簿（案）の配布があり、一部、ご本

人の承諾はまだ得ていないとのことであった。 

http://www.niigatarc.jp/

