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会長挨拶：渋谷義徳会長  

みなさんこんにちは。 

今週も例会に出席いただきありが

とうございます。 

先週９月９日にスマホでいち早く、

明るいニュースを見た人が大勢い

たようですが、陸上男子１００メ

ートル競走で、東洋大学１年生の桐生祥秀選手が

９秒９８のタイムを出し、１０秒の壁を突破した

と翌日の新聞各紙の一面で大きく取り上げてい

ました。私もかつての某総理（小泉総理かな？）

の言葉ではありませんが、「よくやった、感動を

与えてくれてありがとう」という気持ちで一杯で

す。 

先週のロータリー情報を報告いたします。一つ目、

９月８日（金）四クラブ会長幹事会が開かれ、私

が出席しました。議題は四クラブ合同例会開催に

ついてで、運営にあたっての詳細決定でした。 

・開催日時 １０月５日（木）12：30～13：45 

・会場 ジオ・ワールド VIP グランドホール 

・例会行事講演会 演題「戦国武将たちの懐事情」 

講師 渋井 真帆（しぶい まほ）様 

 作家/（株）エムエス研究企画 取締役 

１１時３０分受付開始、順次食事を済ませて、グ

ランドホールへ入場。１２時３０分の開会を待つ

ことになります。 

二つ目、９月９日（土）16：50～19：00 二州楼

で川瀬ガバナーエレクト事務所開所式が行われ、

中條ＰＧ、石黒幹事、高橋会長エレクト、石川勝

行会計監査、私の３人が出席しました。事務所は

神明町マンションパルム３０５号室に開設され

ています。 

出席した私の感想ですが、案内を頂いて出席する

にあたり、先般行なわれた地区役員と地元ホスト 

本日の行事：「ロータリーの友月間」 

◆本日の出席：６５名中４５名    

◆先々週の出席率：６５名中５５名 84.61％ 

          （前年同期 87.88％） 

◆８月の出席状況：会員数６５名 

例回数４回 

平均出席率 81.93％ 

（前年同月 85.23％） 

◆本日のゲスト： 

ＲＩ第 2560地区ﾛ-ﾀﾘｰの友地区代表委員 

            木村 廉平 様 

◆先週のメークアップ（敬称略） 

 ９月６日三条ＲＣ 山崎 勲、石川勝行 

          梨木篤史、田中耕太郎 

７日村上ＲＣ 米山忠俊 

８日市内４ＲＣ会長幹事会  

渋谷義徳 

９日川瀬Ｇ事務所開所式 

中條耕二、渋谷義徳、石黒隆夫 

高橋研一、石川勝行 

  １２日社会奉仕委員会 西村 護 

     佐藤秀一、本田芳久、田口実仁佳 

  １２日親睦活動委員会 花井知之 

     斎藤良行、梨木篤史、佐藤啓策 

     中原尚彦、梨本文也、渋谷義徳 

     石黒隆夫 

 

＊本日の配布書類等 

 ・週報№1468  

 ・9/26夜例会案内（出欠確認） 

 ・ガバナー月信№３（９月）（閲覧用） 

　　  2017-2018年度 
　　国際ロータリー会長：イアンH.S.ライズリー「ロータリー：変化をもたらす」

　　第２５６０地区ガバナー：新保 清久「クラブと地区の変革をめざそう」

　　　　　　　　　－ＭakingＡＤifference in Ｃlub and Ｏur Ｄistrict－

三条北ロータリークラブテーマ
　　 　　　「ロータリーの魅力を再確認し、ともに変化をもたらそう」

　例会日：火曜日12：30～13：30

　例会場：三条ロイヤルホテル　℡34-8111

ＳＡＡ ：松山　浩仁 　事務局：三条市本町3-5-25三条ロイヤルホテル内

　ＴＥＬ：0256-35-7160　　FAX：0256-35-7488
ＨＰ：http://www.sanjo-nrc.org ＡＤ：north@sanjo-nrc.org

例会日　２０１７．９ ．１２     　　　　　　累計№１４６９ 　　当年№１０

会　長：渋谷　義徳　　　　　　　　
幹　事：石黒　隆夫　　　　　　　　　



2 
                                    三条北ロータリークラブ週報 

コホストクラブの会長、幹事などとの顔合せの再現だろう程度の認識で出向いたのですが、少し早

めに着いたので玄関脇で待機していましたら、歴代ガバナーの方々が次から次に受付を済まされる

様子をビックリして見ていました。式次第を見て来賓祝辞に、本年ガバナー、直前ガバナー、パス

トガバナー２名の名前があり、開所式とはこのようにやるのかと、感心して来賓各位のお話を聞い

ていました。開所式の盛り上がりを見て、出席者全員の一致協力間違い無いと確信して、懇親を深

めさせてもらいました。 

 本日の例会に「ロータリーの友月間」にちなんで、木村地区代表委員にお出でいただいておりま

す。この後の卓話よろしくお願い申し上げます。 

 さて、９月を古文で長月（ながつき）という異名があります。旧暦九月頃になると夜が長くなっ

てくるので、「夜長月（よるながつき）」が縮まったとの説です。季節は秋に向かっています。スポ

ーツの秋、食欲の秋、読書の秋などいろいろな秋の楽しみの方がありますが、今日はその中の一つ、

読書の秋での私なりの楽しみ方を披露させてもらいます。ものぐさな私でも出来ることだと思って、

資格取得の通信教育「ユーキャン」の新聞広告で見つけて購入した、『聞いて楽しむ日本の名作』朗

読原稿編と解説編・録音 CD全１６巻がワンセットになっている商品です。中味の作品は、明治時代

の正岡子規、森鴎外からはじまり、昭和の谷崎潤一郎、太宰治、室生犀星まで近代日本文学界を代

表する作家５０人余りの代表作のうち、特に有名な文章を、男女一流俳優の録音 CDを聞きながら原

稿を読むという楽しみがあります。ながら族に属する私にぴったりな商品だと思って買い求めて、

一度は全部聞いたり読んだりしたのですが、２年も前のことですので、今一度ひっぱり出して聞く

なり読むなりしてみたいと思っています。興味のある方には、いつでも貸し出しをいたしますので、

気軽に申し出てください。以上で挨拶を終わります。ありがとうございました。 

 

幹事報告：石黒隆夫幹事   

・米山記念奨学委員長より 第１回委員長セミナー開催のご案内 

             日時 10月 7日(土)12：00～ 会場 ホテリイタリア軒 

・三条東ＲＣより 市内 4ＲＣ合同例会のご案内 

         日時 10月 5日(木)１２：３０～１３：４５ 

               会場 ジオワールドＶＩＰ 

・三条市共同募金委員会より 街頭募金実施のお願い 

              実施日時 10月 1日(日)10：00～11：00 市内 7店舗にて実施予定 

・三条南ＲＣより ＩＭ参加のお礼     

・にいがた緑の百年物語緑化推進委員会より 秋期みどりの募金のお願い 

 

委員会報告 親睦活動 

9月 26日(火)18：30～夜例会を開催します。会場は魚長さんです。 

多数のご出席をよろしくお願いします。 

＊＊＊＊＊ロータリー財団ボックス１２日現在累計１４９,０００円＊＊＊＊＊ 

羽賀 一真君 おかげさまで。コメントはニコニコＢＯＸにて 

外山 晴一君 石川さんに協力して 

本田 芳久君  〃 

高橋 彰雄君 ＢＯＸに協力!! 

石川 一昭君 本日の卓話、木村様よろしくお願い致します。２日遅れの誕生日ですが、昨日

ＲＣ有志よりささやかなお祝いをして頂きました。Ｍ様、Ｏ様、Ｔ様、Ｋ様ありが

とうございました。 

＊＊＊＊＊米山奨学ボックス１２日現在累計２４３,０００円＊＊＊＊＊＊＊ 

羽賀 一真君 おかげさまで。 

星野 義男君 米山に協力します。 



3 
                                    三条北ロータリークラブ週報 

梨本 文也君 ＢＯＸに協力させて頂きます。 

岡田  健君 目の前にＢＯＸがありました。 

田口実仁佳君 協力します！ 

岡田 大介君   〃 

吉田 文彦君 皆さん米山に協力頂きありがとうございます。 

＊＊＊＊＊ニコニコボックス１２日現在累計２４１,０００円＊＊＊＊＊＊＊ 

渋谷 義徳君 地区代表委員木村廉平様、よろしくお願い申し上げます。 

石黒 隆夫君 ロータリーの友地区代表委員の木村様、本日はようこそ三条北ロータリーへ。 

卓話よろしくお願い致します。 

松山 浩仁君 羽賀さん、新社屋移転おめでとうございます！新しい社屋で益々お仕事頑張って下

さい。 

中條 耕二君 ロータリーの友地区委員の木村さん（新潟万代ＲＣ）ようこそお出で下さいました。 

米山 忠俊君 先週７日（木）村上ＲＣに卓話に行って来ました。私も勉強になりました。 

森   宏君 本日は、ロータリーの友月間で地区代表委員の木村廉平様ありがとうございます。 

馬場直次郎君 先週の金曜と昨日、三之町病院で胃カメラ、大腸検査をして貰いました。問題がな

いとのこと安心しました。 

小林 繁男君 ＢＯＸに協力 

本間建雄美君 ニコニコＢＯＸご協力ありがとうございます。以後もよろしくお願いします。 

羽賀 一真君 お陰様で新社屋が完成し、昨日 9/11（月）正式に本社移転し、稼働開始とな

りました。これも偏に皆様のお陰と感謝しております。真新しい社屋に入る

とまだ慣れていないのでよその家（うち）に上がり込むようで実感が湧きま

せん(*^▽^*)社員みんなそう言っております。(*^▽^*) 

 

本日の行事：「ロータリーの友月間」  

講師紹介：森  宏雑誌委員長 

今月は「ロータリーの友月間」で本来ならば私がお話しなければいけないのでしょ

うが、経験の浅い私が話すよりも、地区委員のお話をお聞きした方が良いと思い新

潟万代ＲＣから木村廉平様に来て頂きました。よろしくお願い致します。 

 

ＲＩ第２５６０地区ロータリーの友地区代表委員 木村廉平様（新潟万代ＲＣ） 

私、他クラブで卓話をする

事は初めてでお聞き苦しい

と思います。最初にお断り

させて頂き、おしかりは後

程お受けします。何からお

話すればいいのか、皆さん

の貴重な例会の時間を３０

分も頂きますので色々資料も参考にして考えて

は来ましたが大変緊張しております。 

最初に自己紹介をさせて頂きます。 

職業は業務用食品卸売りをやっております。特

に砂糖、小麦粉を多く扱っています。お客さん

はお菓子の製造、ラーメンや日本蕎麦などの製

造業者さんが殆どです。砂糖３０㎏小麦粉２５

㎏の紙袋ですので、最近の女性は強いといいま

すが、やはり扱うのは男性です。エリアとして

は旧新潟市内です。 

実は「ロータリーの友委員」という存在すら、

この役目を引き受けるまで知りませんでした。 

新保ガバナーは１歳年上の先輩であり、「重要な

役だけど、そんなに忙しくはない」と言われ、

受ける事になりました。 

５月１５日にいきなり東京で全体会議がありま

したが半分は観光気分で行きました。第１ゾー

ンの委員が５０人位、集まっていました。聞い

ているだけだと思っていましたが「Ｒの友委員

になってのこれからの気持ち、ロータリーの友

誌への疑問点」など一人ひとり述べさせられま

した。気楽な気持ちで参加したものですから驚

きました。午後１時から４時頃までの会議でし

た。初めて出席した私は緊張し、本当に疲れま

した。 

ロータリーの友委員は毎月レポートの提出が義

務です。７月のレポートには①７月号を読んだ
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感想②５月の全体会議オリエンテーション、７

月の委員会での質問等③その他 となっていま

した。 

お手元に今年度の組織表をお配りしましたが、

これは地区研修協議会で出席者に配布されまし

た。友委員が地区の委員である事は知っていま

したが、この表の何処に書いてあるのか解らな

くて探しました。錚々たるお名前に連なってい

て私がここでいいのかと思ってしまいました。 

2560 地区 57 クラブ２０００人以上の会員の組

織のトップである新保ガバナーは、責任もあり

大変だと思います。新保ガバナーは真面目です

が明るい、楽天的と言ったら失礼ですが、色々

と皆さんに慕われています。 

話が逸れてしまいましたが、友委員会の会合は

年間４回あるのですが、各会議への出席は義務

で代理出席は認めないとなっております。やむ

を得ず出席できない場合は書面で欠席理由を届

けなければいけない事になっています。任期１

年というところに何とか救われた気がします。 

Ｒの友に関する情報をガバナーと共有する。地

区内の各会合に参加し、地区内の活動情報の収

集に努める。各会合に参加し感想を東京の友委

員会に書面で報告しなければいけません。結構

仕事量は多いと思います。毎月のレポート提出

と友誌の記事に関する取材協力、友事務所が発

行している刊行物の利用促進を図る。毎月１５

日〆切のレポート提出は結構プレッシャーです。 

取り留めがなく時間をオーバーして済みません

でした。今日は有難うございました。

 

 

参考 ロータリーの友事務所より発行されています 

必要な方は事務局まで 


