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高田ロータリー今年の
スローガン

「地域、次世代と共に、
明るく！楽しく！！朗らか！！！に
奉仕を実践しよう」
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第16回例会

越後春日山 RC）
大谷光夫君・本山秀樹君
（10/28新潟北RC公式訪問）
大谷光夫君・中田 正君
（10/29柏崎中央RC公式訪問）
大谷光夫君（10/31 三条東 RC 公式訪問）
石倉 悟君（11/４ 分水 RC）

10 月 26、27 日両日、RID2560201920 年度地区大会が、やすね、デュオ・
セレッソを会場に開催されました。26
日の地区指導者研修セミナー及び RI
会長代理 渡辺好政様を迎えた歓迎晩
餐会に始まり、27 日の本大会、親睦
交流会共に、地区内外から大勢のロータリアンが参
加されました。本年度、地区初の分区代表ガバナー
として当クラブの大谷光夫さんを輩出し、年度前か
ら第７分区８クラブが其々役割を担い協力して進め
てきた集大成の事業が今回の地区大会です。他分区
の方々から「７分区はまとまっている」「どうして皆
こんなに仲が良いのか？」とお声掛けを頂き、遠藤
実行委員長を初めとする実行委員会の皆様、各クラ
ブのご努力、ご協力に感謝いたします。
27 日は友好クラブである清水・米沢上杉 RC から
の 23 名を含め、900 名を超えるロータリアン及び関
係者で会場は溢れ、記念講演では講師の伊藤聡子さ
んに皆うっとりしていたように感じます。（特に第４
分区の“Ｋ”RC の皆さん）
私は渡辺好政 RI 会長代理が講評で仰られた「チャ
ンスは準備された心にのみ降り立つ」という言葉は
深く感じるものがありましたが、それ以上に親睦交
流会で楽しそうに語らう皆さんの表情にこの地区大
会の満足度が高いことを感じました。
大会開催に向け日々、
遅くまで尽力いただいたスタッ
フ及び７分区の皆さんに改めて感謝申し上げます。
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会長挨拶 髙坂 光一
地区大会が開かれました

出
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入会式

原野聖子君（弁護士法人つばき上越つば
き法律事務所 弁護士）

長谷川優太君（岡三にいがた証券㈱ 上
越支店長）

委 員 会 報 告
出席・ニコニコ BOX 委員会
大谷光夫君―おかげさまで地区大会が無事終わ
りました。遠藤実行委員長はじめ高田ロータリー
の皆様と第７分区の皆様に感謝です。
遠藤 巌君―大変お世話になりました。ありが
とうございました。
本山秀樹君―地区大会御協力に感謝申し上げます。
小池猛紀君―地区大会の別冊特別号発行にあた
り皆様からご支援・ご協力を賜り感謝申し上げ
ます。ありがとうございました。
親睦委員会―会員お誕生日、各お祝い
遠藤地区大会実行委員長―地区大会御礼

竹内音々さん、竹内奈々様

メイクアップ

遠藤

マーク・ダニエル・マローニー
大谷 光夫
髙坂 光一
髙橋 正彦

米山奨学委員会―寄付のお願い

巌君・田中正人君（10/28 高田東 RC、10/31
1

幹

事

報

告

牧野年度決算報告及び監査報告

配布物：週 報№ 15、2018-19 年度決算報告書、ロー
タリーの友 11 月号
報 告：11 月８日祝日振替休会、11 月 15 日医師会
館移動例会

クラブ協議会

牧野直前会長、佐藤直前幹事からの概略の報告がな
されると共に、中田会計監査より監査報告がありま
した。

地区大会参加報告

「チャンスは準備された心にのみ降り立つ」
（RI 会長代理 渡辺好政様）
会長
前頁の会長挨拶と重複致しますが、
大谷年度地区大会報告をいたします。
26 日の地区指導者研修セミナー及び RI 会長代理
歓迎晩餐会は、地区 56 クラブの会長幹事を中心に約
200 名が参加し、RI 会長代理 渡辺好政様の講話に始
まり地区役員・委員長から活動報告を受けました。
翌 27 日の本大会は、地区内外から 900 名を超えるロー
タリアン、関係者から登録いただき盛大に開催され
ました。本大会では前日に続き、渡辺好政 RI 会長代
理による講話、フリーキャスターの伊藤聡子様の演
題「新潟から日本を変える！これからの企業のあり
方」と題した講演に続いて、青少年系の交換留学生、
奨学生、IA・RA 会
員等から活動報告が
行われ、その後、親
睦交流会となりまし
たが、会が始まって
も殆ど帰る方がいな
く、皆一様に笑顔に
包まれていたこと
に、軽い驚きと幸福
に包まれました。
更に、友好クラブ

卓 話

帰国報告

髙坂

光一

の清水・米沢上杉 RC から遠路 22 名の参加を頂き、
昼食では三クラブ交流で友好を深め、まさしく本年
度、大谷ガバナーの掲げた「楽しいロータリーでつ
ながろう」を体現できた二日間だったと思います。
今年度は分区としてガバナーを輩出したことで、
七分区８クラブが役割分担し事業を行ってきました。
その集大成がこの大会だったと思いますが、良い意
味で混沌とし七分区の結束が固まったと感じていま
す。準備にあたられた遠藤実行委員長をはじめ、地
区スタッフ、高田クラブ会員の皆様に最大の感謝を
こめ報告といたします。

長期交換学生

昨年の９月１日から約 10 ヶ月間が
あっという間で７月 16 日アメリカミ
シガン州から日本に無事帰国してきま
した。
この約 10 ヶ月間は私にとって長い日々で終わり
は一瞬でした。私の行った街はアメリカのミシガン
州のホワイトホールです。ホワイトホールは人口約
2,700 人とアメリカの中ではそれほど大きくない街で
はありますが、自然が多いとても静かないいところ
でした。
私のホームステイ先は世界五大湖の一つであるミ
シガン湖につながっているホワイトレイクが目の前
でした。私はその時、人生で初めて湖に行きました。
予想をはるかに超えた大きさのミシガン湖はまるで
海のようで、私はしょっぱいのではないか、ベタベ
タするのではないかと舐めてみたりもしました。新
潟では海しかなく、泳いだ後は必ずベタベタし、口
の中がしょっぱくなるイメージしかなかったので、
海のような湖で泳いだあとは驚きました。また、ミ
シガンの街並みはアンティークな雰囲気でとても素
敵で、今の女の子には欠かせない「インスタ映え」
が簡単にできるスポットだと思いました。
ホストファミリーとホストロータリーの方、地区

竹内

音々 さん（関根学園高等学校）

ロータリーの方たちのおかげで素晴らしい体験をす
ることができました。この約 10 ヶ月間でいろいろな
貴重な体験ができました。私は、留学に行っても全
員が体験することができないことも体験してきたと
思います。
例えば、アメリカの卒業式に参加することや結婚
式に参加することです。全てが映画の世界でしかみ
たことのない場面で、私にとっては憧れのことだっ
たので体験できて本当に良かったと思います。他に
も本場のクリスマスやハロウィン、イースターエッ
グに参加できました。クリスマスでは約 40 個のプレ
ゼントをいただき、ハロウィンではコスチュームを
し、イースターエッグでは卵探しをしました。
こんなに濃い留学生活ができたのも、全て周りで
支えてくれたロータリーの皆さん、家族、ホストファ
ミリーのおかげです。ロータリーの皆様のおかげで
私はこんなに貴重な体験ができ、素敵な新しい家族
が増え、素敵な人たちに出会えました。
私が過ごした約 10 ヶ月間は私のこれから進むべき
人生を変えるきっかけになりました。この私の留学
生活は私にとって一生の思い出です。
支援してくださったロータリーの方、支えてくれ
た私の家族、本当にありがとうございました。
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