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＜司会＞佐藤 真介 SAA  
＜斉唱＞ソングリーダー：親睦委員 金子 誠 君  
•ロータリーソング「それでこそロータリー」
•会　歌「すばらしき仲間」

 

片山 政博 会長 挨拶

ゲスト・ビジターの紹介

毎日すごく暑い日が続いています。命に関わる危険な暑さ、京
都……関西このへんになりますと、連日 35°C 以上、昨日は
40°C 近く。半端じゃない気温です。毎日の体調管理をしっかり
気を付けていただき、元気にご参加いただきたいと思います。 
昨日このくそ暑い中で「私年度の第 1回ゴルフコンペ」が開催
され、なんとか無事に終わることができました。スコアの内容
につきましては、後ほどゴルフ幹事より話があります。 準備を
していただいたゴルフ幹事の池田江里子君、安達博君、松岡功
太郎君、大変お疲れ様でした。ありがとうございました。 
今日のゲストとビジターの紹介をいたします。 今日のゲストは
金子先生、元メンバーです。後ほど卓話『蒲原神社の梅』につ
いてお話をしていただきます。 
今日のビジターは、東京中央ロータリークラブ所属の栗山敏昭
さん 。栗山敏昭さんは栗山清名誉会員の息子さんでございます。 
栗山清名誉会員におかれましては、久しぶりに例会にご出席さ

れました。 ゆっくりと例会を楽しんでいっていただきたいと思います。 
栗山清名誉会員のロータリー歴から話をさせていただきます。 1971 年 2月 26日に入会をされました。1974年から 75年にかけて
幹事を、1981年から 82年にかけて会長を、1992年国際交流基金設立（現　栗山野沢基金）、1992年から 1993年度にかけて第
2560地区のガバナーをされました。 テーマに『まことの幸福は人助けから』を掲げ、活動されておりました。 その当時は群馬県と新
潟県は一つの地区でした。ガバナーと地区役員そして会員は両県をまたにかけて行動するのは、難儀なことであったと想像できます。 
そこを栗山ガバナーの声掛けにより新潟 2560地区と群馬 2840地区に分割が成されました。 その際に群馬側より友好クラブ締結希
望が複数あり当クラブは、その時に高崎北ロータリークラブと友好クラブの締結をしました。 それ以来、現在まで 26年間の長きに渡
り友好を深めております。 河崎順昭君から当時は、新潟と群馬を行ったり来たりずいぶん苦労されたとか……お話を聞いておりました。 
その後 2016年 7月～名誉会員となられました。 
当分、暑さ厳しい日が続きます。 体調管理には、十分気を付けられ、お元気でいらっしゃってください。 いつでも気が向きましたら例
会に出席してください。お待ちしております。 本日は、出席ありがとうございました。 

●蒲原神社 宮司　
金子 隆弘 さん

●のんぴーり青山
木村さん、渡辺さん

●名誉会員
栗山 清 君

●東京中央ロータリークラブ
栗山 敏昭 君

●片山会長よりバナー贈呈



新会員紹介

【紹介】会員増強委員会
副委員長　安藤 幸夫 君

表彰

●安藤 幸夫 君　（13年）●島 賢資 君　（12年）

●（株）ボルテックス 新潟支店
副支店長　鈴木 龍雄 君
親睦委員会、ニコニコBOX委員会兼務

●100%出席バッチ贈呈者

村山 栄一 君　（4年）
野澤 修 君　（4年）
金子 康弘 君　（5年）
佐藤 真介 君　（7年）
畑 舞子 君　（8年）
近藤 彰 君　（9年）
那須野 幸作 君　（28年）

委員会・同好会報告

●広報委員会
委員長　池田 江里子 君
アンケートのお願い
HPリニューアル

●社会奉仕委員会
委員長　孫 犁冰 君
本日わくわく市販売日

●ロータリー財団委員会
委員長　井上 陽一 君
宮川 忠和 君　100ドル寄付

●宮川 忠和 君　（37年）●本間 健一郎 君　（26年）●片山 政博 君　（18年）



●ゴルフ同好会
松岡 功太郎 君
片山年度第 1回コンペ 優勝は北村君
 次回は9/15 開催

●優勝トロフィー贈呈の様子●健康ランチ
田淵 展子 君
本日のランチについて
来月は8/24 開催

【ニコニコBOX】
安達 博 君

加藤 大二 君
前日に届いた誕生祝の花束。おかげで、今
年もソツなく、おえられました。ありがとう

本間 健一郎 君
100%出席バッチ 26 年
かつての米山奨学生、我らの可愛いガーちゃ
んが結婚しました。私にも招待が来たので
すが貧乏中小企業のオヤジは行けません

宮川 忠和 君
100%出席バッチ 37 年

野澤 修 君
100%出席バッチ 4 年
これからもよろしくお願いします。

安藤 幸夫 君
100%出席バッチ 13 年
暑いですね！！頑張りましょう

佐藤 真介 君
100%出席バッチ 7 年
今後も宜しくお願いします。

栗山 清 君
久しぶりの参加でとてもうれしくてニコニコ
します。

金子 隆弘 さん、金子 康弘 君
此度卓話させて頂きました。数年振りでな
つかしい方々のお顔を見ることが出来うれし
いです。大した話しは出来ませんが神社のう
めの種類について話してみたいです。親子で
例会、親子でニコニコします。100%出席
バッチありがとうございます。

片山 政博 君
栗山清名誉会員の例会出席、金子先生の卓
話ありがとうございます。

水本 孝夫 君
栗山大先輩と、金子隆弘さんをお迎えしま
したので

村山 栄一 君
卓話講師 金子先輩、栗山名誉会員、東京
中央RC 栗山敏昭さん、ようこそおいで下
さいました！心より皆様を歓迎申し上げま
す！

近藤 彰 君
100%出席バッチ 9 年

島 賢資 君
100%出席バッチ 12 年
何んとか12年
ありがとうございます。これからも宜しくお
願いします。

北村 愼一 君
昨日は、片山年度の第 1回ゴルフコンペで
優勝することができました。猛暑の中での試
合でしたが、同伴者の片山会長・池田江里
子さんと回り、ほど良い緊張感が良いスコア
に繋がりました。
池田江里子ティチングプロのクラブ選択、
正確な攻め方を横目で見ながら、参考にさ
せていただきました。
同伴者に感謝して、ますますゴルフ道に精進
して東ロータリークラブのコンペに積極的に
参加していきます。

ニコニコサポートBOX
7/13日分 4,067円

月間賞

【紹介】安達 博 ニコニコBOX委員
●片山 政博 君、松岡 功太郎 君



次回例会　7月27日　家族納涼夜例会
本日の出席率 77.58% ／ 2 週間前メークアップ後 83.64%

幹事報告

●村山 栄一 幹事
8/9（木）例会について　ほか

卓話「蒲原神社の梅について」

【ゲストスピーカー紹介】
水本 孝夫 君

●蒲原神社 宮司
金子 隆弘 さん


