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会長挨拶：渋谷義徳会長  

皆さんこんにちは。いよいよ師

走にはいりました。何かとあわ

ただしくなってきた中を例会に

出席いただきありがとうござい

ます。 

本日の例会は年次総会です。 

高橋研一会長エレクトの役員・

理事を承認する大切な議事があります。本日の総

会が終われば、私の気持ちの上では、もう高橋年

度に半ばバトンタッチが終わった気がして、精神

的負担が軽くなりますが、任期満了までに未だ７

ヶ月ありますので、体調維持に気をつけて、皆さ

まに迷惑のかからないように努めますのでよろ

しくお願い申し上げます。 

先週はいろいろなニュースの話題に事欠かない

一週間だったと思っています。北朝鮮が新型の大

陸間弾道ミサイル「火星１５型」の発射による緊

迫した北朝鮮情報、漂泊船が相次ぐなどの北朝鮮

関連のニュースに続いて、元横綱日馬富士の貴ノ

岩への暴行の責任を取って引退や天皇陛下の退

位について、皇室会議が開催され、退位の日が再 

来年２０１９年４月３０日に固まったと報じられました。そんな一週間のニュースで私が関心を持

ったのが、今年の新語・流行語大賞の決定でした。現代用語の基礎知識選２０１７ユーキャン新語・

流行語大賞が１２月１日発表されました。 

年間大賞には、SNSのインスタグラムに投稿するために、スマートフォンなどで写真を見栄えよく撮

影する「インスタ映え」と相手の気持ちを推し量るという意味で、国有地の払い下げなどをきっか

けにさまざまな場面で使われた「忖度」が選ばれました。「新語・流行語大賞」は、一年の間に話題

になった出来事や発言、流行などの中から世相を表現した言葉を選ぶ賞で、今年は３０の言葉がノ

ミネートされました。その中でトップテンが発表されていますので紹介しますと、大賞に選ばれた

「インスタ映え」「忖度」のほかに、「３５億」「Jアラート」「睡眠負債」「ひふみん」「フェイクニュ

ース」「プレミアムフライデー」「魔の２回生」「○○ファースト」です。いずれも見たり、聞いたり

したことのある言葉でしょうが、皆さんは大賞にどの言葉を選ばれたでしょうか？私もやっぱり「イ

ンスタ映え」「忖度」を選んでいたと思います。予想が的中したので気分をよくしています。ちなみ

本日の行事：「年次総会」 

◆本日の出席：６５名中３９名    

◆先々週の出席率：６５名中４７名 72.31％ 

          （前年同期 86.36％） 

         

◆先週のメークアップ（敬称略） 

 １１月２９日三条ＲＣ 中條耕二 

    ３０日加茂ＲＣ 羽賀一真 

          米山忠俊、中條耕二 

 １２月 ２日地区諮問委員会 中條耕二 

（川瀬ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ壮行会） 

           

＊本日の配布書類等  

・週報№1479 

・ロータリーの友１２月号 

・ガバナー月信１２月号（閲覧用） 

・クリスマスパーティー案内（出欠確認） 

・障がい者雇用促進セミナー案内（チラシ）  

　　  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　２０１７．１２ ．５     　　　　　　累計№１４８０ 　　当年№２１

会　長：渋谷　義徳　　　　　　　　
幹　事：石黒　隆夫　　　　　　　　　
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に、辞書の三省堂が「今年の新語」を発表しましたが、「ユーキャン新語・流行語大賞」と同じく「忖

度」が大賞に決定しています。 

この後に、日本漢字検定協会が選ぶ、今年の世相を代表する漢字の一文字、「今年の漢字」の発表が

ありますが、私はあらゆものがつながるという意味で、「接」か「連」を応募しました。果たして選

ばれるかどうか発表をこころ待ちにしています。皆さまも今年の漢字一文字に関心をもっていただ

ければさいわいと思っています。ありがとうございました。 

 

幹事報告：石黒隆夫幹事 

・三条南ＲＣより 創立５０周年記念式典ご案内 

         日時 平成３０年 6月 16日(土)14：00～ 

         会場 ジオワールドＶＩＰ グランドホール 

・三条市ＰＴＡ連合会より ふるさと絵画コンクール協力のお礼 

理事会報告：第６回 平成２９年１２月５日（火）11：30～12：30於：三条ロイヤルホテル 

出席者：渋谷義徳、高橋研一、渕岡 茂、石黒隆夫、石川勝行、松山浩仁、金子太一郎 

斎藤 正、石川友意、岡田 健、花井知之、外山晴一、西村 護、外山裕一、今井克義  

                 出席数１５/１５（内委任状２名） 

協議事項１.尾木直樹氏講演会決算報告    承認     

      2.次年度役員理事の件       承認 

       3.クラブ主催植樹事業の件     継続審議 

       4.クリスマスパーティー＆新年会企画案の件  承認 

        クリスマスパーティー１２/１９（火）18：30～三条ロイヤルホテル 

        新年会１/３０（火）18：30～燕三条ワシントンホテル 会費徴収（３,０００円） 

       5.報告事項    承認 

        ・鈴木ガバナー補佐葬儀対応 

        ・川瀬ガバナーエレクト渡米（国際協議会参加）対応 

       6.新潟日報年賀広告の件    承認 

        今年度は掲載しない 

 

委員会報告： 

親睦活動委員会：12/19（火）18：30～三条ロイヤルホテル アトラクションとして燕三条ＦＭのさ

とちん電波隊の歌とトークショーを予定しています。奥様に人気があるようですので是非奥様

とご一緒に参加して頂きたいと思います。 

雑誌委員会：ロータリーの友１２月号が配布されましたのでご案内します。今月は「疾病予防と治

療月間」ですが正にテーマ沿った内容となっています。縦書き４ページから垣添忠生さんの地

区大会での講演要旨です。この方は国立がんセンターの総長をされた有名な方です。ご自身の

がんと奥様のがんに向き合った体験が載っています、是非お読み頂きたいと思います。 

＊＊＊＊＊ロータリー財団ボックス５日現在累計２１８,０００円＊＊＊＊＊ 

落合 益夫君 財団ＢＯＸに協力 

小林 繁男君    〃 

本田 芳久君    〃 

石川 一昭君    〃 

 

＊＊＊＊＊米山奨学ボックス５日現在累計３５４,０００円＊＊＊＊＊＊ 

米山 忠俊君 先週、米山奨学生ＯＢのファム君が奥さんと一緒に結婚式の礼に来てくれました。

三条北ＲＣの皆様にくれぐれもよろしくとの事でした。 
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中原 尚彦君 協力します。 

渕岡  茂君 今年も残り１ヶ月を切りました。来年も米山奨学会をよろしく頼みます。 

＊＊＊＊＊ニコニコボックス５日現在累計４４２,０００円＊＊＊＊＊＊＊ 

渋谷 義徳君 高橋会長エレクト年度の役員理事が選任されます。ありがとうございます。 

石黒 隆夫君 ニコニコボックスをいっぱい使ってしまいましたので！ 

中條 耕二君 12/2 川瀬ガバナーエレクトの第１回運営会議とアメリカ国際協議会への壮行会があ

り、挨拶、激励してきました。次のガバナーノミニーは高田ＲＣから出ますと報告

がありました。 

森   宏君 12/3成田空港近くでゴルフ、漸く前後半４０台で回れました。ニコニコ 

佐藤 義英君 今日は私の結婚記念日です。あれから４０ウン年、今だに新婚気分です。マサカ！！ 

早川 瀧雄君 11/25 餞心亭 おゝ乃さんで三条商業高校昭和４０年卒業の古希の会に出席しまし

た。先生が３名出席されましたが、むしろ先生の方が若く見えました。 

外山 晴一君 師走です。急いで転ばないようにしましょう。 

石川 友意君 ＢＯＸに!! 

金子太一郎君 ニコニコＢＯＸに協力します。 

花井 知之君 協力します。 

本間建雄美君 ニコニコＢＯＸを宜しくお願いします。 

＊１１月コメント賞は丸山 勝会員です。（欠席の為次週お渡しします） 

 

本日の行事：「年次総会」 

進行：石黒隆夫幹事 

   本日の出席数は３９名で本クラブの定足数に達しておりますので本総会は成立いたします。     

議長 渋谷義徳会長 

   第１号議案 細則変更（委員会組織変更）の件 承認 

         10/31 役員理事会に於いて高橋会長エレクトより提案が有り承認  

           ・クラブ奉仕Ａ傘下に会員増強Ｂ委員会を増設 

           ・増強委員会ＡＢの各委員長は理事とする 

           ・会計は会計監査とし会計監査は役員としない 

           ・会計業務は幹事が兼任（従来通り） 

※定款・細則については、現況報告書に全文掲載し、会員に配布しますが、必要な方は事務局まで

ご連絡下さい。  

第２号議案 次年度会長エレクト選任の件  承認 

      9/29 指名委員会を開催 外山裕一会員を２０１９－２０２０年度会長に推薦、 

１０/１０役員理事会において承認されました。 

外山裕一会長ノミニー 

 私如きが会長とは、まだまだ先の話と思いきや、渋谷会長と岡田 健会員が来られまし 

 た。不吉な予感がしましたが案の定、このような話になりました。何回かお断りはしま 

 したが、再三、お話を頂き、早い内にやっておけば・・・と思い、お引き受けしました。 

高橋会長の次に努めさせて頂きます。私年度の幹事を羽賀一真会員にお願いしました。 

羽賀さんも１０日程考えて承諾して頂きました。 

羽賀さんとやっていきますが宜しくお  願い致します。 

第３号議案 次年役員理事選任の件  承認 

      高橋研一会長エレクトより提案があり先ほどの役員理事会にて承認して頂ました。 

高橋研一会長エレクト  

 この度、役員理事選出に当たり私の希望が反映されましたのでご報告させて頂きます。 

 大半のメンバーを若手にお願いしました。快く受けて頂きました。要のポストはベテランの

方にお願いしました。素晴らしいメンバーを選ぶことができました。ありがとうございまし

た。３３年目の北ＲＣの新体制を今まで以上にご支援、ご協力をお願い致します。 
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２０１８～２０１９年度  

三条北ロータリークラブ役員・理事 [役員理事合計１５名]（敬称略） 

    役 員  ５名（役職数６）        理 事  １０名（役職数１１） 

     会    長  高橋 研一         ｸﾗﾌﾞ奉仕Ａ委員長 斎藤  正 

会長エレクト  外山 裕一         ｸﾗﾌﾞ奉仕Ｂ委員長 渕岡  茂 

副  会  長  早川 瀧雄         会員増強Ａ    金子太一郎 

     幹 事＆会 計  松山 浩仁         会員増強Ｂ    齋藤孝之輔 

Ｓ  Ａ  Ａ  （外山 裕一）兼任     ﾛｰﾀﾘｰ情報委員長  外山 晴一 

直 前 会 長 渋谷 義徳         親睦活動委員長   中原 尚彦 

                          プログラム委員長 花井 知之 

                          国際奉仕委員長  樋口  勤 

                                   職業奉仕委員長  羽賀 一真 

                    社会奉仕委員長  佐藤 秀一 

                    副幹事      （羽賀 一真）（兼任） 

地区ＨＰに各パストガバナーからのメッセージが掲載されています。（抜粋） 

２００６－２００７年度 中條 耕二（三条北ＲＣ） 

先輩ガバナーの会員増強に学ぶ 

8 月は会員増強月間である。新保ガバナーは 100 名の増強を目指すと数字目標を示

された。更に山本和則パストガバナーは会員増強セミナーを開催され 2200 名の地

区にしようと張り切っておられます。 

ロータリーの勧誘で、ロータリークラブは何をするところですか、と市民から質問

されたら、あなたはどう応えられるか。入会のメリットはあるのかよく聞かれる。 

 人の生き方や考えは千差万別である。このようにロータリーに入って、ロータリーの良さはと聞か

れても、人によって違い、またそれでいいのだと思う。 

 要は、自分の時間を他人のために使う、自分以外の人の為になる事が、分かりやすく言えば本当の

奉仕だと分かったときでした。 

 運のいいことに私は、ロータリーの尊敬している二人の偉大なガバナーに仕えました。 

 一人は故 野沢 謹五 パストガバナーで、もう一人が故 原 信一 パストガバナーです。 

 野澤ガバナーは刑務所の番人からセコムという大きな企業に発展された立志伝中の人、原ガバナー

は瀬戸物屋さんから巨大なスーパーに成長されたことは、生前にお聞きしました。 

 野澤さんには、私は、AG として仕え、増強のための寛大さを学び、原さんには地区のクラブ奉仕

委員長として、会員増強の指導を受け、全国の 34 地区のナンバーワンになる快挙を成し遂げました。

山本五十六元師の褒めて挙げねば人は動かじの精神を力説されておられました。企業に於いても戦

略性に富んでいた経営だったと拝察しておりました。 

 会員増強には妙案や決め手はありません。要は勧誘の熱意と、ロータリーへの情熱があるかどうか

でした。共通していたのは、お二人は、超多忙な身でありながら、他人の為に時間をとることでし

た。簡単のようで、これがこの人の人生の生き方でした。 

 今、ご存命なら、ロータリーの会員増強の目標は、まだ小さい、女性会員のおられないクラブが 14

あり、増強のチャンスはあるよ、と言われているようです。 

 要はロータリーのリーダーシップにあり、人の為に時間をつくることの偉大さをかみしめながら、

あなたはロータリーに入会して何人誘ったかを反省している昨今です。先輩ロータリアンの入会の

動機があってこそ、今の自分があることを自覚しております。 

さーがんばろう 身近な人に声をかけよう。断られてもいいじゃないか。三割打者はベストテンに

入るよ。プロ野球のようにヒットを打て、楽しいよロータリーは。 

 

 

 

(株)エスエフネットライフの日高様            

障害者雇用促進セミナーの説明に来会されました。 


