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メイクアップ

会長挨拶 髙坂 光一
上半期ありがとうございました。

大谷光夫君・本山秀樹君（12/10 直江津 RC 公式
訪問）

12 月は疾病予防と治療月間です。
委 員 会 報 告
今月のロータリーの友に「健全なる
精神は健全なる身体に宿る。
同様に、 出席ニコニコ BOX 委員会
元気にいつまでも
“ロータリー活動”
大島 誠君―本日2022︲2023 年度会長ノミニー
を選考いただきます。肩の荷が一つとれました。
を続けていくためには、まずは健康
親睦委員会―12 月のお誕生日各お祝い、12/20
な体づくりが大切です。
」とありま
クリスマス家族例会のご案内
すが、皆さんは健康づくりされていますか？
ロータリーのポリオフリー活動も 1979 年の
幹 事 報 告
フィリピンでの活動を皮切りに今年 40 年目の節
配布物：週報№ 20、
2020︲2021 年度役員理事名簿
（案）
目を迎え、常在国はアフガニスタンとパキスタン
の二か国となりました。ポリオフリーまであと一
年 次 総 会
歩です。私も縁あって今年２月のインドに続き、
12 月 13 日、規定となる総会の成立を確認後、
今週パキスタンでポリオフリー活動に参加してき
髙坂会長が議長となり年次総会を開催しました。
ましたが、このような活動に加え、水・大気・ゴ
ミ処理等の環境改善、人々の健康に対する理解促 「2020︲2021 年度役員理事」について、大島会長
エレクトより配布名簿にもとづき提案があり、満
進が今後の課題として残っていると感じます。
場拍手で承認されました。また、2018︲19 年度会
さて、令和元年の高田 RC の活動も 20 日のク
計については先日の臨時総会にて承認された旨を
リスマス例会を残すばかりとなりました。多くの
再度報告し、当年度会計中間報告も行いました。
方と楽しいクリスマスイブ・イブ・イブ・イブ・
イブを楽しみ、年末年始を迎えられればと願いま
１月例会プログラム
す。又、来年は子年です。私にとっては５度目の
年 男、 還 暦 に 加 え、56
回 日
講演者：演題
会
場
年ぶりに二度目の東京
オリンピックを楽しめ
特定休会日
－
－ １月３日
る節目の年となります。
新年初例会
デュオ・セレッソ
23 １月10日
国籍性別を問わず頑張
る選手を応援しましょ
会長卓話 髙坂会長
う。
24 １月17日 演題 NIDポリオプラス活動参加報告～ロータリ デュオ・セレッソ
アンがこの活動に参加する意義を考えましょう～
皆様が良いお年を迎
えられますようお祈り
会員卓話 山崎公一君
25 １月24日
デュオ・セレッソ
申し上げます。
演題 急速に変化するITの技術革新
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大谷ガバナー公式訪問

デュオ・セレッソ

クラブ協議会
◆髙坂会長
７月に始まりあっという間に過ぎ
ました。その間、クラブ運営・会員
増強・各種地区行事参加・衛生クラ
ブ設立に皆様からご指導ご協力ご尽
力を賜り感謝致します。引き続きご指導ご協力の
程、宜しくお願い申し上げます。

催として、健康に関する講演として、上越教育大
学保健管理センター上野所長から
「あなたの腎臓、
大丈夫ですか？見逃さないで慢性腎臓病」と題し
てご講演を実施出来ました。
企業訪問としては、岩の原葡萄園様の訪問例会
を３月 27 日㈮夕方での実施を予定しているとこ
ろです。

◆クラブ奉仕Ａ 大島委員長
クラブ奉仕Ａでは 会員増強を最
大の課題として取り組んでいます。
中でも、大谷ガバナーの強い意向
を反映した衛星クラブの設立に向け
て「衛星クラブ委員会」という特別委員会を設け
て頂き、会員募集並びに設立準備を行なって参り
ました。
結果、12 月９日 13 名の会員を持って「高田
さくらロータリー衛星クラブ」が発足致しました。
今後 RI への申請を行い正式な設立となります。今
後は親会共々更なる会員の増強を行って参ります。

◆社会奉仕委員会 田中副委員長
恒例の関川クリーン作戦は雨天の
為中止、昨年地区補助金事業として
行った高田駅前の
「植栽プランター」
に地区大会に合わせ花苗の追加を行
いました。下期は RAC と連携し奉仕活動を行っ
ていきます。
◆国際奉仕委員会 内山委員長
今年度の国際奉仕委員会の重点目
標はグローバル補助金申請活用事業
です。スリランカ角膜移植機器等含
めた眼科医療向上のためのグローバ
ル補助金申請に向けてプロジェクトを推進し、定
期的にプロジェクト会議を開催し申請手続きを推
進します。既に２回委員会を開催し、１回目はグ
ローバル補助金について申請までの勉強会とスリ
ランカの状況について石田先生より説明を受けま
した。２回目は石田先生がスリランカに行って交
流してきたことについて説明を受けました。
今後どのテーマで進めていけるのか再度石田先
生を窓口にしてスリランカ側に接触してもらって
いる状況です。事業テーマの再検討を行っていま
す。また、交換学生の帰国後のフォローを行いま
した。

◆クラブ奉仕Ｂ 中田委員長
髙坂会長テーマ「地域、次世代
と 共 に、 明 る く！ 楽 し く！！ 朗 ら
か！！！に奉仕を実践しましょう」
を実践するためにロータリーの基本
である例会の充実が大切と考えました。
実際には、例会の充実に大切な役割を担う「出
席・ニコニコ BOX」
、
「プログラム」
、
「親睦」
、
「広
報・会報・雑誌」４委員会の協力・連携を強化す
るために、上期の７月 10 日に「宇喜世」にて第
１回合同委員会を開催しました。
下期も、委員会メンバーがだいぶ替わりましたの
で、２月初めに第２回合同委員会を開催予定です。

◆青少年奉仕委員会 箕輪委員長
７月 13 日 IA 年次大会参加／新
潟市ホテル湖畔・アグリパーク
７月 24 日 高田RACチャリティー
フリーマーケット協力（上越祭
りにて）
９月８日 アクトの日参加（アルコール依存症
について）／新潟市鷲巻地域生活センター
10月 18 日 ライラ研修会参加（２泊３日）／
魚沼市舞子高原ホテル
※上記の各種大会・研修会・勉強会・イベント
に高田 RC の青少年奉仕委員会として参加

◆ＳＡＡ 齋藤委員長
前期は地区大会の開催をとおして
クラブ会員の結束がより強くなった
ような気がします。そのせいもあっ
てか普段の例会も大谷ガバナーそし
て髙坂会長の方針どおり、明るく朗らかで楽しい
ロータリーになっていると思います。後期も食事
も含めて楽しい中にも礼節ある例会を目指します。
◆職業奉仕委員会 伴委員長
職業奉仕委員会の実践としては、
職業倫理を学ぶ場を例会以外での職
場訪問を企画して、計画通り 11 月
15 日に、医師会館で移動例会の開

衛星クラブ委員会

開催しました

12 月９日、天ぷら若杉にて衛星クラブ設立会議を行いました。
衛星クラブより 11 名参加いただき総勢 17 名にて和気藹々とよ
い会になりました。
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