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新潟 RC ８月第 1 例会 (2022.8.2) （Zoom 例会併催） №３４２３ 

 

(1) 「君が代」 

ロータリーソング「奉仕の理想」CD 

(2) 石川 治壱会長挨拶 

先週の納涼会及び例会の直前前日での中止と言う、あっ

てはならない対応をしてしまい皆様にご迷惑をかけてしま

いもうしわけありませんでした。 

この昨今の新型コロナウイルスの急激に増え続ける中での

感染状況を鑑みますとこのタイミングで納涼会の開催は難

しいと判断いたしました。 

その結果、直前まで準備を進めいていた前橋ロータリーク

ラブの皆さんや親睦委員会、会員の皆様におかれましても

急な変更を強いた点は、大きな問題があったと反省してい

る所です。 

そして、今後の例会の開催の件ですが、今後現在の姿で

感染対策に最大限の配慮をしながらリモート併用の例会を

開催することに理事会にて同意をいただきました。 

一日も早くこの新型コロナウイルスの感染状況が改善しこ

れ以上の混乱のないことを願うばかりです。 

前橋ロータリークラブの狩野会長からも感染状況が改善し

たら来年の観桜会にてお待ちしていますとその時までの我

慢ですねと励ましの言葉をいただきました。その際には大

勢のクラブの皆様と前橋ロータリークラブに訪問出来ること

を祈念いたします。 

また 8月になり今月は会員増強月間であり本日もお一人新

入会員をご紹介できることを喜んでおります。そしてガバナ

ー月信 8 月号が発行されました。今回のガバナー月信は

高橋ガバナーからのメッセージ ガバナー補佐挨拶と先日

行われました 大澤インターアクト委員長ご寄稿のインター

アクト年次大会報告等記載があります。ぜひとも地区のホ

ームページからご覧になっていただくとよろしいかと思いま

す。 

私もさっそく一読したのですがなぜ高橋ガバナーの手に

鷹が乗っているのか記載はありませんでした。本日はいつ

ものお庭のお話はお休みさせていただき、卓話もございま

すのでここまでで会長挨拶と致します。  

(3) ビジターの紹介 

・木村廉平君（新潟万代 RC） 

(4) 米山奨学生テイ・ケンビンさんへ奨学金贈呈挨拶 

(5) 新会員紹介 

 

 

 

 

はじめまして。(株)新潟博報堂の高杉直希と申します。  

この度は伝統ある新潟ロータリークラブ入会のご承認を賜

り誠にありがとうございます。新潟市で生まれ育ち、大学時

代から 20 代後半までを横浜で過ごした後に新潟に戻り、

2005 年に現在の会社に入社いたしました。入社以来、営

業職として様々なお得意先のコミュニケーションのお手伝

いをしながら、新潟に熱を生み、新潟ブランドを高めるべく

日々活動しております。若輩者であり甚だ微力ではござい

ますが、新潟ロータリークラブの一員として少しでもお役に

立てるよう努力いたしますので、何とぞご指導ご鞭撻を暘り

ますよう、お願い申し上げます。 

 

(6) １００％出席バッチ贈呈 

 

 

(7) 誕生日お祝い贈呈(５名) 

(8) 結婚記念日お祝いの紹介(２名) 

(9) 高橋 康隆ゴルフ同好会会長報告 

７月２４日に開催されたゴルフコンペ結果報告 

優勝 大桃典和さん、準優勝 内田直紀さん、 

三位 佐藤 邦栄さん 

８月のコンペは開催しません。次回の新潟クラブゴルフコ

ンペは１０月２３日を予定しております。

徳山隆太郎君 １年 本間 剛三君 ６年 

小林  悟君 44年   

 2022-23 年度 
国際ロータリー会長 
ジニファー・ジョンズ 

 
2022～23 年度 

新潟ロータリークラブ会長 
 

石川 治壱  

 

㈱新潟博報堂 ビジネスデザ

イン局局長 高杉 直希さん 
御紹介   酒井 昌彦さん 
所属委員会 職業奉仕委員会 



(10) 各種ご寄付の発表 

ロータリー財団寄付発表(得永 哲史委員長) 

本多  晃君 本間  彊君 

佐藤 隆夫君  

米山奨学会寄付発表（渡辺 浩幸委員長) 

石橋 正利君 白勢 仁士君 

髙橋 秀樹君 髙橋 秀樹君 

青少年育成基金寄付発表(小林 建委員長) 

髙橋 秀樹君 小飯田 澄雄君 

(11) ニコニコボックス紹介（南雲 俊介副委員長） 

・五月女政義君 本学修了生を卓話でお話させて頂く機会

をいただきありがとうございました。 

・髙橋 秀樹君 富山栄子先生を歓迎してニコニコ致しま

す。 

・髙橋 秀樹君 ガバナーとしての業務が始まって１ケ月が

経ち、お陰様で順調に進んでいます。皆様のご支援・ご協

力に感謝してニコニコ致します。 

・大桃 典和君 先日のゴルフコンペで優勝させて頂きまし

た。天気とメンバーに恵まれリラックスして出来たこと、隠し

ホールがはまったことが勝因かなと勝手に思っております。

これからも精進してまいります。ありがとうございました。 

(12) 幹事報告（高野 潤幹事） 

・例会終了後、新会員折テーションを４階「雪の間」で開催

致します。 

 ・ロータリーレートが８月１日より１ドル１３３円に変更になりま

した。 

・コロナ感染者の拡大状況を鑑み、8 月、9 月頃までは、現

在のスクール形式、食事あり、リモート配信併用例会と致

します。 

・８月２１日の海岸清掃後の懇親会開催につきましては８月１

２日までに判断致します。 

(13) 卓話「新潟県内のベトナム人コミュニティ          

「思いやり・団結・広範」 

ファム・フォン・リン新潟におけるベトナム人協会理事長 

㈱リンコネクト代表取締役、事業創造大学院大学修了生） 

卓話「新潟におけるベトナム人協会と事業創造大学院大学」 

富山栄子事業創造大学院大学副学長 

（新潟におけるベトナム人協会理事） 

(14) ８月２日の例会参加率 

Zoom参加 １３名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月１６日はお盆につき規定休会 

８月２３日は会員スピーチ  

JR東日本旅客鉄道㈱新潟支社 

支社長 小川 治彦君 

会員数 算定対象者 出席者 参加率 

８５ ８４ ７１ ８３．５３ 

８月２日 理事会報告 出席者１１名 
１ 納涼例会中止の件＝承認 石川会長より説明 

コロナ感染者の急拡大もあったが、前日の中止決定となり、前

橋RC、親睦委員会、会員各位には、迷惑を掛ける結果になっ

た。遅くとも前週の金曜日には判断すべきであった 

キャンセル料については、納涼例会本年度予算、収入

900,000 円、支出 1,200,000 円、差額の 300,000 円内で、処理

する（キャンセル料 216,335 円） 

２ 今後の例会のやり方について＝承認 石川会長より説明 

コロナ感染者の拡大状況を鑑み、8 月、9 月頃までは、現在の

スクール形式、食事あり、リモート配信併用とする 

３ 入会推薦の件＝承認 

・ＪA バンク新潟県信連 代表理事専務 島本 春幸君 

 御紹介者 山口 和彦君 大澤 強君 

・㈱新宣 代表取締役 佐野由香利君 

御紹介者 本間  彊君 髙橋 秀松君 

４ ８月２１日 海岸清掃の件＝承認   若槻理事より説明 

8/21（日）開催の海岸清掃及びＢＢＱ開催については、コロナ

感染拡大の影響を考慮し、8/12（金）までに判断する。※ＢＢＱ

のキャンセル料について、8/13（土）以降発生 尚、ＢＢＱを中

止とした場合でも、海岸清掃自体は、開催予定とする 

開催可否の判断は、会長、幹事、社会奉仕委員長にて判断 

５ ８月のプログラム＝承認 

８月 ２日 卓話「新潟県内のベトナム人コミュニティ「思いや

り・団結・広範」ファム・フォン・リン新潟におけるベトナム人協

会理事長 ㈱リンコネクト代表取締役、事業創造大学院大学修了

生 

卓話「新潟におけるベトナム人協会と事業創造大学院大学」 

富山栄子事業創造大学院大学副学長（新潟におけるベトナム

人協会理事） 

８月 ９日 会員増強月間に因み 秋山博一会員増強委員長 

  ８月１６日 お盆につき規定休会 

  ８月２３日 会員スピーチ JR 東日本旅客鉄道㈱ 

新潟支社支社長 小川 治彦君 

  ８月３０日 卓話 9 管本部長 総務課 森氏 
６ その他 
・10/25（火）の月見例会に関して＝承認 

予定通りの開催とする。但し、コロナ感染者拡大等で中止の

場合もある為、文末にその旨記載する 

・米山奨学生、カウンセラーに対しての参考資料配布の件

＝承認 石橋直前会長より説明、異文化コミュニケーショ

ンの資料として、国毎に文化、特徴等をまとめた資料があ

る（本来であれば有料情報ではあるが、石橋直前会長から

のご提供）。米山奨学生、カウンセラーの相互理解を深め

るツールとして利用してもらう為、関係者にお渡しする 
 


