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＜司会＞本間 健一郎 SAA

＜斉唱＞ソングリーダー：親睦委員 有野 芳弘 君

•ロータリーソング「四つのテスト」
•会 歌「世界の友と」

片山 政博 会長 挨拶
皆さん、こんにちは。今日の健康ランチはいかがでしたでしょ
うか？白ワインが欲しくなるようなお料理でしたね。シチュー
は少し大盛りでしたが美味しくいただきました。田淵展子君あ
りがとうございました。
本日のゲストとビジターの紹介をいたします。ゲストは卓話講
師 新潟市健康づくり政策担当部長 高野真弓さん、新潟市保健衛
生総務課健康政策室主幹 高島純子さんです。後ほど卓話をよろ
しくお願いします。ビジターは新潟 RC の塚田正幸君と東海東
京証券の加藤貢太君です。
はじめに、お詫びしなければいけないことがあります。16 日の
例会時において、地区大会で表彰を受けられた方に漏れがあり
ました。申し訳ございませんでした。これより発表させていた
だきます。永年出席 100％ロータリアン表彰 30 回以上に、宮
川忠和君（36 年）と寺嶋一夫君（36 年）と志田常弘君（31 年）
が表彰されました。おめでとうございました。本日、米山記念
奨学会より寄付金合計が 5,000 万円達成の感謝状が届きました。これより回覧いたしますので、是非ご覧ください。
11 月 20 日に職業奉仕・社会奉仕・青少年奉仕・国際奉仕の４奉仕委員会の合同委員会と懇親会が開かれました。人道奉仕プロジェ
クト実行委員長の孫委員長より来年 4 月 6 日に認知症フォーラムを開催するにあたり、当日のスケジュール・講師の紹介・予算説明
そして役割分担の説明と協力のお願いのお話がありました。皆さまへの詳細の説明は、来年早々に孫実行委員長より説明をさせてい
ただきます。よろしくお願いいたします。
11 月 25 日に西堀前通りの蔵織で、米山奨学生のコア君が作るベトナム料理を食べるランチの集いに参加してきました。出席者はカ
ウンセラーの石川昇君ご夫妻、那須野幸作君ご夫妻、田淵展子君、野澤修君、小林素子君、村山幹事でした。女性陣に準備を手伝って
いただき大変助かりました。皆さんお疲れさまでした。とても美味しいベトナム料理をいただき、楽しいひと時を過ごすことができま
した。コア君ありがとうございました。
11 月 26 日に野球同好会の忘年会が駅前のしゃぶ禅で開かれました。18 名の参加でした。年に 2 試合の為に練習を重ね、試合に備
える熱意には頭が下がります。来期は、キャプテンの安藤幸夫君が会長なので、何としても優勝を！と、意気込んでいました。統率力
のある村山名監督率いるチームは、近年に新人会員が 8 名も加わり若返りを図っています。優勝は期待できるのではないでしょうか。
各種同好会は、クラブの絆を深める場となっています。各種同好会に積極的に参加していただきたいと思います。
次回の例会は、年次総会です。安藤年度の理事を選任させていただきます。各人、2 名の理事候補者をお考えの上、出席をお願いい
たします。今日の私のお話は以上とさせていただきます。ありがとうございました。

ゲスト・ビジターの紹介
●新潟市健康づくり政策担当部長

高野 真弓 さん

●新潟市保健衛生総務課健康政策室主幹

高島 純子 さん

●東海東京証券(株 ) 新潟支店
加藤 貢太 さん

●新潟 RC

塚田 正幸 君

表彰
●100％出席バッチの贈呈
保苅 玲子 君 (6 年 )

井上 陽一 君 (10 年 )

水本 直弥 君 (13 年 )

河端 信雄 君 (29 年 )

●10 年以上出席者スピーチ
井上 陽一 君

●10 年以上出席者スピーチ

●10 年以上出席者スピーチ

●青少年奉仕委員会

●健康ランチ

水本 直弥 君

河端 信雄 君

委員会・同好会報告

●ロータリー財団
委員長

井上 陽一 君

●社会奉仕委員会
有野 芳弘 君

わくわく市〆切 12/7

クリスマスケーキ〆切 12/14

委員長

安達 博 君

クリスマス献血キャンペーンについて

●金子 康弘 君

田淵 展子 君

河端 信雄 君

田淵 展子 君
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水本 直弥 君

ニコしました。

100% 出席バッチ 29 年

100% 出席バッチ 13 年

ありがとうございます。
【ニコニコ BOX】
松岡 功太郎 君
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塚田 正幸 君
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11 月 24 日朱鷺メッセで新潟大学の LD（学
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市川 務 君
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幹事報告
●村山 栄一 幹事

卓話「健康寿命の延伸に向けて」

【ゲストスピーカー紹介】
北村 愼一 君

次回例会

12 月 7 日 年次総会

●新潟市健康づくり政策担当部長

高野 真弓 さん

本日の出席率 69.49% ／ 2 週間前メークアップ後 86.21%

●新潟市保健衛生総務課健康政策室主幹

高島 純子 さん

