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会長挨拶：渋谷義徳会長  

みなさんこんにちは。２週間ぶり

の例会です。５月１６日・１７日・

１８日と三日連続で家庭会合を開

かれた高橋会長エレクト、松山次

年度幹事にあっては、大仕事を終

えて一安心されていることと察します。参加され

た会員の皆さまも大変おつかれさまでした。また

５月１９日（土）にも、川瀬ガバナー年度の地区

研修協議会が開催され、関係ある会員が出席して

おりますので、本日の例会は地区協報告となって

います。高橋会長エレクトよろしくお願いします。

段々私の任期の終わりが近づいてきているのを

感じています。うれしい限りです。 

さて、例会のあいさつで二十四節気の一つを取り

上げておりますが、今は「小満」の時季に当りま

す。５月２１日～6月 5日頃の時候で、陽気がよ

くなり、草木などの生物が次第に生長して生い茂

るという意味で、西日本では、はしり梅雨が現れ

る頃だと言われています。小は「少し」の意味。

少し満ちるとは、これからいよいよさかんになる

ことを意味します。 

今年の三条祭りは好天に恵まれ、大勢の見物客で

にぎわって例年以上に大盛況だったと若集会代

表で三条ロータリークラブ吉井幹事が大変喜ん

でおられました。今年も健康で平穏無事に過ごせ

ることを祈っています。 

また、5月２６日（日）には、新津中央ロータリ

ークラブ創立４０周年記念式典と祝賀会に、 

本日の行事：「地区研修協議会報告」   

◆本日の出席：６５名中３３名    

◆先々週の出席率：６５名中５３名 81.54％ 

          （前年同期 92.42％） 

◆４月の出席状況：会員数６５名 

例回数４回・平均出席率 83.33％ 

前年同月72.92％ 

◆先週のメークアップ（敬称略） 

 ５月１６日家庭会合①１６名 

   １７日家庭会合②２０名 

   １８日家庭会合③１９名 

   １９日地区研修協議会１５名 

   ２０日新津中央ＲＣ40周年式典 

      中條耕二、渋谷義徳、石黒隆夫 

   ２２日社会奉仕事業「植樹」１４名 

◆１５日記帳受付（敬称略） 

 三条ＲＣ 斎藤弘文、石橋育於、木村文夫 

      相場弘介、丸山行彦、梶 英和 

      加藤紋次郎、五十嵐晋三 

      山田富義、小越憲泰 

 三条南ＲＣ 星野健司、太田義人 

       池田亜津子、渡辺俊明 

 三条東ＲＣ 小林昭雄 

      

＊本日の配布書類等  

・週報№1500  

・川瀬年度地区バッチ 

・会員満足度アンケート（回収） 

　　  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　２０１８ ．５．２２      　　　　　　累計№１５０１ 　　当年№４２

会　長：渋谷　義徳　　　　　　　　
幹　事：石黒　隆夫　　　　　　　　　
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中條パストガバナー、石黒幹事、私の３人が出席してきました。会場は式典が新潟薬科大学新津駅

東キャンパス、祝賀会が新津地域交流センターで行なわれました。 

記念式典はプログラム通り順調に進み、記念講演となりました。講師は秋草学園短期大学 学長 北

野 大 氏で新潟薬科大学特別招聘教授を経験されています。 

北野 大さんの講演内容を簡単に報告します。演題は「北野家の訓え」です北野 大さんは、ビート

たけしさんのお兄さんで、ＴＶで活躍されているので、みなさんもご存知の方です。最初に北野家

の訓えという演題になっているが、北野家といっても○○家と言われるほどの家系でないので、も

っぱら母からの諭しを話すことになりますと前置きがあって本題に入りました。声も話し方も、ビ

ートたけしさんにそっくりで、ちょっと聞きづらかったです。北野家は、４人兄弟だが初めのころ

は、人にはたけしを除いて、３人兄弟だと言っていたが、今はたけしのおかげでＴＶ出演の機会が

ふえていると自己紹介がありました。お母さんの存在が大きく、教育投資に熱心で将来の進路もお

母さんが決めていたらしいです。「手に職を持たないとだめ」と専攻は「機械工学」と言われていた

らしいです。それを従順に進んだのがお兄さんで、反発して育ったのが、ビートたけしだったそう

です。「北野家の訓え」イコール母からの諭しを要約して項目のみを紹介します。 

母の訓え その１「実るほど 頭を垂れる稲穂かな」 

母の訓え その２「自慢我慢 バカがする」 

母の訓え その３「物をもらって 怒る人はいない」 

母の訓え その４「欲しい時に 人は物をくれない」 

母の訓え その５「一杯の酒で 城が傾く」 

人の教えは、それぞれだからなんとも言えませんが、それが母の教えだったそうです。 

本日、例会終了後、三条北ロータリークラブとしての植樹事業を実施します。西村社会奉仕委員長

の案内を聞いてください。また、新保ガバナー事務所から二回目の会員満足度アンケートへの回答

依頼がありましたので、こちらの協力もよろしくお願い申し上げます。 

幹事報告：石黒隆夫幹事 

・新保ガバナーより 第２回会員満足度アンケートのお願い 

  配布しましたので、例会終了までにご記入の上、お席に置いておいて下さい。 

・丹治地区幹事より 第 2560地区歴代地区幹事会開催のご案内 

  日時 6月 2日(土)17：00～  会場 ホテルオークラ新潟 桃花林 

・三条市共同募金委員会より 運営委員会の開催について 

        日時 5月 31日(木)13：30～  会場 三条市総合福祉センター 

・三条市青少年健全育成ネットワークより  

関東甲信越ブロック研修会参加の募集について（詳細は事務局まで） 

・にいがた緑の百年物語緑化推進委員会より 平成 30年定時総会開催について 

     日時 6月 15日(金)13：10～15：00  会場 新潟自治会館 

・川瀬年度地区バッチ配布について  川瀬年度、各種会合で使います。 

委員会報告：社会奉仕 

本日例会終了後、島田若草公園にて植樹作業を行ないます。業者の方から植えて頂き仕上

げ作業をして頂くことになります。ご協力宜しくお願い致します。 
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＊＊＊＊＊ロータリー財団ボックス２２日現在累計５２０,０００円＊＊＊＊ 

武田 恒夫君 石川さんからの無言の圧力が・・・ 

笹原 壯玄君 ロータリー財団の石川委員長に協力して！ 

石川 一昭君 ボックスに協力！ 

＊＊＊＊＊米山奨学ボックス２２日現在累計４９５,０００円＊＊＊＊ 

坂内 康男君 家庭会合欠席のおわび 

吉田 文彦君 米山ＢＯＸへの協力に感謝申し上げます。 

＊＊＊＊＊ニコニコボックス２２日現在累計８６７,０００円＊＊＊＊ 

渋谷 義徳君 地区協報告、担当のみなさん、ありがとうございます。楽しみにしています。 

石黒 隆夫君 地区協議会、出席された皆様 大変お疲れ様でした。新潟交響楽団第１０１回定期

演奏会が 6月 24日新潟県民会館で行なわれます。宣伝です。 

米山 忠俊君 20日（日）～21日(月)に家内の兄夫婦と 4人で長野にドライブ旅行をして来ました。

お天気に恵まれて大変楽しい 2日でした。 

森   宏君 地区研修協議会で勉強してきました。 

本間建雄美君 地区協議会に参加された皆様、ご苦労様でした。 

落合 益夫君 ＢＯＸに協力 

笹原 壯玄君   〃 

羽賀 一真君 先日、皆様にお配りしましたトマト美味しかった！とご好評頂き幸栄です。

しかしビジネスとしてはまだまだ赤字なので父親から「いつ廃業するん

だ！」と怒られてばかりです。もし、うちの父に会うことがありましたら

「トマト美味しいから廃業なんかしないで頑張ってくれね！」と激励の声

をお掛け頂けると幸いです。主な販売店はただいまーと様です。 

本日の行事：「地区研修協議会報告会」 

5 月 19 日(土) 会場：燕三条地域産業振興センター  

参加者（敬称略）：中條耕二、佐藤義英、米山忠俊、石川勝行、高橋研一、松山浩仁、金子太一郎 

渕岡 茂、石川友意、羽賀一真、佐藤秀一、下村啓治、森  宏、石丸 進、星野義男  

 

佐藤秀一社会奉仕委員長 

9：15 集合で会場に行ったときには

すでにロータリアンで埋め尽くされ

ていました。１０人掛けのテーブル

が６９台ありましたので７００人位

参加されたと思います。 

午前中は東京飛火野ＲＣ水野功様の「会員増強

のための戦略計画」との演題で基調講演があり

ました。参加して行動して実感して楽しむこと

が大事と話されていました。 

11 月 11 日には同じ会場で地区大会があります

が、今回の倍以上の会員で大変な賑わいになる

と思います。参加することが大事だと思いまし

た。 

午後は各セッションに分かれての分科会です。

私はリサーチコア７F に移動し、職業奉仕、社

会奉仕、国際奉仕委員会が川瀬年度より新たに

創設された「奉仕プロジェクト委員会」という
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枠の中に小委員会として入った形になりました。 

川瀬年度の奉仕プロジェクトのテーマは「（仮称）

認知症をよく知ろう」です。支援の輪を広げる

運動を展開するということです。 

質疑応答で、「大きな問題ではあるが認知症に偏

り過ぎではないか」という意見が出ていました。 

私は川瀬年度の特色が出てとてもいいのではな

いかと思います。 

地区として「認知症予防セミナー」開催を１０

月に予定しています。詳細は定かではありませ

んが案内が来ると思いますのでその時は皆さん

宜しくお願いします。 

午後４時半から懇親会に移り、市内のホテル、

料理屋さんの豪華で美味しいおつまみ二段弁当

を、同じテーブルについた上越春日山 RC のメ

ンバーと食べて飲んで楽しく過ごす事ができま

した。ありがとうございました。 

森  宏米山記念奨学委員委員長 

 川瀬ガバナーエレクトは脳神経

内科医らしく、国際ロータリーの

目標優先項目２「人道的奉仕の重

点化」に関する目標の地区運営方

針の 3 に、“認知症に優しい社会と、認知症予防

のできる街づくりについて学び、クラブのアイ

ディアづくりを支援する”を掲げており、印象

的でした。県央地区認知症担当医ネットワーク

の 1 員として日頃川瀬先生にはお世話になって

いることから、個人的にもお手伝いさせていた

だきたいと思いました。 

 水野功様（RI 2750 地区 東京飛火野 RC）の

基調講演「会員増強のための戦略計画」は、非

常に熱意のあるパワフルな内容でした。特に米

山記念奨学会に関しては、2017 年財団創立 50

周年を迎え、かつて奨学生として日本に留学し

ていた方が、今は台湾でロータリーのガバナー

になられたりして、多くの学友が世界各地で活

躍されていることを述べられ、同じ内容は米山

記念奨学委員会のセッションでも、中国出身で

名古屋大学大学院で博士号を取得した、于咏（ウ 

エイ）さんも講演で述べられていました。于さ

んは現在ジブラルタ生命保険株式会社名古屋支

店中央支社営業所長を務めておられる才女で、

日本語は堪能で、“超我の奉仕”“生涯米山功労

者”を貫いてインドの学童支援をしていること、

論語や中国のことわざを引用し“徳不孤、必有

鄰”（徳のある人はけっして孤立しない、必ず理

解し協力する人が出てくるものである）、“滴水

之恩、湧泉相報”（一滴の水のような恩にも、湧

き出る泉のような大きさでこれに報いるべし）、

“報恩、奉仕、繁栄”等、中国の方らしい高尚

な語り口で、すっかり魅了されました。当クラ

ブも今回メキシコからの留学生ダニエル君を受

け入れていますが、米山記念奨学事業の精神を

しっかりと学び、委員長を担当させていただく

決意を固くしました。 

金子太一郎会員増強 A 委員長 

今回、地区研修協議会に参加してきましたが、

私は実は、川瀬ガバナーの地区大会副実行委員

長を任されていまして、三条ロータリーの斉藤

実行委員長のもと、スタッフ会議に、定期的に

出席してましす。コ・ホストクラブということ

で、三条南、北、東がバックアップすることに

なっております。川瀬ガバナーエレクトの行事

として３大行事があり、３月に開催された「ペ

ッツ」、そして今回の「地区研修協議会」、最後

に１１月予定の「地区大会」となります。地区

大会の中には、「地区大会記念親睦ゴルフ大会」

が含まれていまして、佐藤義英さんが当クラブ

の代表として、担当委員として参加されており

ます。 

私は今回の地区研修協議会には、当クラブの会

員増強委員長として参加してまいりました。 

午前中に１時間ほど行われた基調講演ですが、

テーマが「会員増強のための戦略計画」という

ことで、このことからもわかりますが、会員の

増強が重要課題になっております。 

私は、当クラブの会員増強Ａの委員長として、

少しこの内容に触れたいと思います。 

先ずその中で講師の方が、「ロータリーを楽しも

う」と以前、ＲＩ会長が挙げたテーマが一番適
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していると、評価されてました。参加して初め

て楽しくなる。出席率の良い方は、すごくロー

タリーを楽しんでいられる方だと思います。逆

にいうと楽しんでいる方は、出席率が良いとい

うことです。それと現在、日本の会員数が９万

人ですが、２０２０年まで１０万人に増やした

いらしいです。 又、日本の女性会員を５～６％

から、世界標準の２０％以上にしたいそうです。

ちなみに２５６０地区は、７％です。それと若

い会員の増強を目指しております。そして入会

した方を対象に、セミナーを開催して退会を防

ぐようにしてほしいそうです。 

そして各クラブのリーダーは、新人を様々な行

事に参加させるようにしてください。 

また、ライラ・インターアクト・米山奨学生な

どと交流を増やしてくださいと要望がありまし

た。 

午後からは、セッション（分科会）別に分かれ

て研修いたしましたが、私の会員増強委員会は、

第一セッションでしたので、その内容をお話し

ます。第一セッションは、その他、クラブ奉仕

委員会も対象になっており、２部構成になって

おり、１時間３０分ほどの研修でした。 

講師は、新潟南ＲＣの会員増強委員長の田中雅

史様です。 

先ず、会員募集が厳しい現状ですが、それは 

・企業の人手不足 「忙しいのに社長は・・・・」

という非難 

・休廃業の増加、企業数の減少、また鉱工業生

産指数は、平成３０年１月に 100％割れ。 

・日本の、または２５６０地区の会員の平均年

齢は高い、自然減が大きい。 

・会員増強を油断すると減少する。 

そしてもっとロータリークラブを知ってもらう

ために、ＣＭや広告を使って一般の方にＰＲし

ていきたいらしいです。ちなみに、ＹｏｕＴｕ

ｂｅで「おしえてロータリー」と検索してみて

ください。ロータリとは何ですかの問い合わせ

に答えてくれる、わかりやすい動画が出てきま

す。皆さんも一度見てください。この動画は、 

新入会員の方に見てもらうと、ロータリーを理

解してもらえそうです。 

最後に、多様な職業人を、多様な世代から、男

女を問わず会員増強を念頭に活動してください

とのことです。 

その他、関心したことですが、懇親会を地場産

で開催したのですが、お料理を折り箱に入れて

提供されてました、市内９か所の料理屋さんで

分担して共同で作ったということです。同じレ

シピに基づいて同じ味、見た目も同じで、統一

された料理を提供されたことに驚きました。試

しにロイヤルホテ

ルさんのと二洲桜

さんのを食べまし

たが、まったく同

じ見た目で、同じ

味でした。どちら

も美味しかったで

す。 

（急用で欠席の為、原稿を代読して頂きました。） 

高橋研一会長エレクト 

参加された３名の方からセッショ

ンの内容を含め詳しく報告して頂

きました。懇親会でのお料理にも

触れて頂き、分かり易い報告をあ

りがとうございました。 

第１ 会員増強の為の戦略計画について地域別 

会員増強計画プロジェクトリーダーの水野功

様より講演がありました。 

やる気、やるか、やらないか 

やる気、やるか については北 RC独自の計画

を立て解りやすい項目を作成、会員の皆様に

報告し実行したいと予算案を提示し承認して

頂ける様に検討したいと思います。 

第２ ロータリーは何をしているのかについて

は、広報・情報 委員長、各委会に具体案を

提案し予算等内容を検討し、実行できる様に

頑張りたいと思います。 

最後にクラブの現状を知り、会員の総意を知り、

進む方向を決めたいと思います。 
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今後の方針、運営は会員皆様のご協力をお願い

しなければ出来ないと思います。 

会員皆様宜しくお願いします。力を貸して下さ

い。

 

 

 

社会奉仕事業「環境保全の為の植栽」5月 22日(火)14：00～ 

於：島田若草公園（旧第一中学校跡） 

参加者：石黒隆夫・落合益夫・小林繁男・佐藤義英・渋谷義徳・高橋研一・武田恒夫 

    中原尚彦・梨木篤史・西村 護・羽賀一真・早川瀧雄・樋口 勤・渡辺 徹 

三条市建設部建設課の職員の方から立ち会い頂き、斎藤六左園様から作業して頂きました。 
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地区研修協議会：第１セッション資料 抜粋 
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日 月 火 水 木 金 土

5/28 5/29 5/30 5/31 １ ２
三条南ＲＣ
ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ
次年度事業計画
について

三条北ＲＣ
「家庭会合報告
会」

三条ＲＣ
地区研修・協議
会報告

三条東ＲＣ
クラブ休会

燕ＲＣ
地区研修協議会報告

加茂ＲＣ
地区研修協議会報告

吉田ＲＣ
早朝例会
6：30～
本町公会堂

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
三条南ＲＣ
50周年式典打合
せ

三条北ＲＣ
卓話
森　　宏会員

三条ＲＣ
クラブフォーラム
担当
松永会長エレクト

三条東ＲＣ
新入会員卓話
燕ＲＣ
次年度方針発表
加茂ＲＣ
外部卓話

吉田ＲＣ
地区研修協議
会報告
植樹事業報告

１０ １１ １２ １３ １４ １５ １６
三条南ＲＣ
50周年記念式典
前夜祭
18:30～
ジオワールドＶＩＰ

三条北ＲＣ
例会振替
三条南ＲＣ50周
年式典

三条ＲＣ
三条南ＲＣ50周
年出席振り替え

三条東ＲＣ
次年度に向けて
燕ＲＣ
ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ
加茂ＲＣ
会長幹事慰労会

吉田ＲＣ
卓話
丸山　健会員

三条南ＲＣ
５０周年式
典

１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３
三条南ＲＣ
例会振替　16日
50周年記念式典

三条北ＲＣ
今年度を振り返っ
て
渋谷義徳会長

三条ＲＣ
一年を振り返っ
て
小出子恵出会長

三条東ＲＣ
一年を振り返って

燕ＲＣ
外部卓話
加茂ＲＣ
外部卓話

吉田ＲＣ
卓話
宮路弘行会員

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０
三条南ＲＣ
会長幹事慰労会
18:30～
於：松木屋

三条北ＲＣ
会長幹事ＳＡＡ慰
労会
18:30～
於：三条ロイヤル
ホテル

三条ＲＣ
会長幹事慰労会
於：二洲楼

三条東ＲＣ
三役慰労会
燕ＲＣ
例会日変更
加茂ＲＣ
一年を振り返って

吉田ＲＣ
夜例会
19：00～
千ぐさ

　１日（金）吉田ＲＣ （燕市吉田産業会館）
１１日（月）三条南ＲＣ （三条信用金庫本店）
１２日（火）三条北ＲＣ （三条ロイヤルホテル）
１３日（水）三条ＲＣ （越前屋ホテル）
１４日（木）加茂ＲＣ （加茂市産業センター）

（記帳受付） １８日（月）三条南ＲＣ （三条信用金庫本店）
１９日（火）分水ＲＣ （新潟大栄信用組合本店）
２５日（月）三条南ＲＣ （三条信用金庫本店）
２６日（火）三条北ＲＣ （三条ロイヤルホテル）
２７日（水）三条ＲＣ （越前屋ホテル）
２８日（木）三条東ＲＣ （三条ロイヤルホテル）
２８日（木）燕ＲＣ （燕三条ワシントンホテル）
２９日（金）吉田ＲＣ （燕市吉田産業会館）

★上記以外ＲＣ　火曜日　分水・田上あじさい　木曜日　見附・巻

６月の行事予定（第4分区内ＲＣ）


