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会長挨拶：渋谷義徳会長  

みなさんこんにちは。月末の週でお

忙しいにもかかわらず例会に出席

いただきありがとうございます。 

先週の中頃から気温が高くなり、飲

み物や食べ物を温かい物から冷たい物を好むよ

うになってきています。そんな折、本日の食事の

麺類が冷たい山かけそばだったので、大変おいし

くいただきました。ロイヤルホテル社長石川様あ

りがとうございます。 

本日の行事は、家庭会合報告です。報告者の皆さ

ん、高橋会長エレクトよろしくお願いいたします。 

また、先週は急なお願いにもかかわらず、２度目

の会員満足度アンケートの回答に協力をいただ

きありがとうございました。集計結果を２６日

（金）に地区ガバナー事務所に送りました。次年

度川瀬ガバナーエレクトの運営に役立たせても

らいますとのことですので、後日地区事務局から 

取りまとめた発表があると思われます。その時点で報告をさせてもらいます。 

２２日例会終了後の社会奉仕事業「植樹作業」に私を含めて１４名の参加がありました。参加して

くださった皆さん誠にありがとうございます。植樹作業の実施は、旧一中グランド跡 島田若草公

園に齋藤六左園さんの指示に従って、ヤマボウシという種類の樹木を一本植え、参加者全員が順番

に根回りに土を盛って植樹作業が終わりました。 

それなりに見映えのする木ですので、これからどんな風に育つのか楽しみにして、様子を見守りた

いと思っています。 

 今日を含めて残り５回の例会で、私の年度が終わりになってしまいます。肩の荷がすっかり軽く

なっていますが、ロータリークラブ奉仕活動はしっかりやっております。 

５月２６日（土）2560地区「地球環境保全のための植樹作業」（下越地区）に、西村社会奉仕委員長、

小林繁男会員、私の 3人で参加して来ました。下越地区ロータリークラブの会員と新潟市ガールス

本日の行事：「家庭会合報告会」   

◆本日の出席：６５名中３２名    

◆先々週の出席率：６５名中６０名 92.31％ 

          （前年同期 92.42％） 

 

◆先週のメークアップ（敬称略） 

 ５月２３日三条ＲＣ 中條耕二、石黒隆 

石川勝行、岡田 健、山崎 勲 

   ２４日三条ＲＡＣ 佐藤弘志 

   ２６日地区植樹事業（新潟） 

     渋谷義徳、西村 護、小林繁男 

   ２６日三条東・北ＲＣ合同ゴルフ大会 

                １２名         

＊本日の配布書類等  

・週報№1501  

・次年度親睦事業アンケート 

　　  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 ．５．２９      　　　　　　累計№１５０２ 　　当年№４３

会　長：渋谷　義徳　　　　　　　　
幹　事：石黒　隆夫　　　　　　　　　
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カウトメンバーの参加が目立ちましたが、第四分区からは加茂ＲＣ、吉田ＲＣ，分水ＲＣ、三条東

ＲＣなどの顔見知りの会員がいました。会場は新潟市西区青山海岸で、グリーン産業株式会社主催

「グリーン産業企業の森づくり 2018」～在来植物による海岸緑化の取組～に共催する形で行なわれ

ました。植栽する苗は、ハマヒルガオ苗とハマゴウ苗の２種類があり、私たち三条北ＲＣは１1班に

割振られ、ハマゴウ苗の植栽を担当しました。２ｍ真四角の指定された場所に１ヶ所１６鉢、対角

線上に２ヶ所で３２鉢の苗木を植えました。全部で、ハマヒルガオ苗 500株、ハマゴウ苗 500株 合

計 1000株の植栽を１時間足らずで終えて、予定の時間より早く終了になりました。秋になるときれ

いな花が咲き誇るとのことですので、新潟に出かけける機会があったら、たまに立ち寄って見ても

よいかなと思って、会場を後にしました。 

 これから、気温の高い日が続きそうです。残りの任期を全うできるよう、体調を崩さないように

気をつけなければならないと思っています。皆さんよろしくお願いもうしあげます。 

 

幹事報告：松山浩仁副幹事 

・新保ガバナーより 国際大会追加募集のご案内 

  6月 24日からカナダ・トロント市で開催される国際大会に 2560地区から 58名の  

登録をしておりますが、日本事務局よりあと 3 名の登録要請が届きましたので宜

しくお願いします。 

・ＲＩ日本事務局より ＰＨＦ（ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ）認定について            

梨本文也会員 

・地区米山記念奨学委員長より 米山奨学生招聘のお願い 

 「第 5回中学生を対象とした異文化の相互理解セミナー」 

   日時 9月 21日(金)11：30～   

会場 燕市立燕中学校 体育館 

・三条ローターアクトクラブより 6月第二例会のご案内 

       日時 6月 29日(金)19：30～  会場 越前屋ホテル 

 

＊＊＊＊＊ロータリー財団ボックス２９日現在累計５３２,０００円＊＊＊＊ 

森   宏君 5/26三女が式を挙げました。ムコ殿を頂きましたので。 

武田 恒夫君 石川さん、プロ並みのイーグルおみごと!!おめでとうございます。 

丸山  勝君 石川一昭さんイーグルおめでとうございます。本当？ 

落合 益夫君 石川さんのイーグルおめでとうございます。 

佐藤 義英君 石川一昭さんのゴルフ、イーグルを祝して。大変おめでとうございました。一席設

けましょう!! 

高橋 彰雄君 協力します。 

石川 一昭君 ２７日（日）下田城カントリークラブ№６にてイーグルを出してしまいま

した!! 本人ビックリです。今年の運を全て使い果たしました(*^▽^*) 

アークランドサカモト様より法人寄付を頂きました。 
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＊＊＊＊＊米山奨学ボックス２９日現在累計５０１,０００円＊＊＊＊ 

大野 新吉君 早く体調を治してゴルフをやりた～い。次年度は米山奨学委員です。協力して～ 

石丸  進君 坂内さんに協力します。 

早川 瀧雄君    〃 

梨本 文也君 ＢＯＸに協力致します。 

梨木 篤史君    〃 

坂内 康男君 いつも米山に協力ありがとうございます。 

 

＊＊＊＊＊ニコニコボックス２９日現在累計８７６,０００円＊＊＊＊ 

渋谷 義徳君 第８５回東京優駿（日本ダービー）勝馬投票券が的中しました。数％のお裾分けで

す。家庭会合報告のみなさん、ご苦労様です。よろしくお願いします。 

石川 友意君 先週は県の旅館組合総会の為例会を欠席させて頂きました。会場は糸魚川でズワイ

ガニがメニューに出るかと思っていましたが出ず、残念でした。 

武田 恒夫君 先日、弊社の創業１１０周年の記念で東京への旅行、ホテルでのパーティーを行な

いました。先人の方々に感謝です。 

森   宏君 5/27三女の結婚式の翌日、知り合いの伝手で大相撲千秋楽、向こう正面のマス席で

観戦していたらＮＨＫにバッチリ写ってしまいました。 

松山 浩仁君 斎藤さん、中原さん、羽賀さん、本日は家庭会合報告、よろしくお願いします。 

齋藤孝之輔君 パズルｄｅロータリー 当選 

丸山  勝君 ＢＯＸに協力します。 

羽賀 一真君 家庭会合の報告をせよ、とのことですので、宜しくお願いします。 

 

本日の行事：「家庭会合報告会」 

5 月 1６日(水)  

会場：三条ロイヤルホテル １６名 

齋藤孝之輔会員 

入会して一年と半年たちます

が、今回、はじめて家庭会合

というものに出席させていた

だきました。 

この会が、なんで家庭会合と

呼ばれるのかは、以前は会長のお宅で行ってい

たものの名残との説明を受けましたが良くわか

りませんでした。 

さて、当日の様子ですが、各々次年度の担当や

委員会の役割の説明を受け、私としてはようや

く自分の担う責務を確認することができました。 

特に、会員増強Ｂ委員会では、委員長という大

役をおおせつかり、何故会員増強をＡとＢに分

割までしたのか、高橋次年度会長の会長方針に

ある、「将来のみんなのため」「これからのロー

タリー」につながっているのだと理解しました。 

すでにＪＣを卒業して 10 年という年がたって

おり、周りの人間は他団体に在籍しているか、

まったくこういった会への気が無いかです。 

しかし、自分がそうだったように、何かのきっ

かけや気が変わることが誰にでもありえると思

うので目ぼしい人間をピックアップし引きずり

こめるよう努めて行きたいと思います。 

家庭会合の報告とは違いますが、ロータリーの

友誌に「パズルｄｅロータリー」というコーナ
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ーがありますが、渋谷会長の挨拶の中で「出せ

ば当たりますよ」というお話があったので出し

てみたら１回で当たっちゃいました。３月号で

応募したのですが、１４５名中１０名位の当選

でした。 

又、先週ハーモニックさんのコンペに出させて

頂き７位という順位で賞品も頂きました。 

最近はコンペ続きで、優勝や飛び賞を頂き、当

たり年です。こんな私ですので会員増強にもし

っかり当たりを付けて行きたいと思っています。

宜しくお願い致します。 

5 月 17 日(木)  

会場：餞心亭 おゝ乃 ２０名 

中原 尚彦会員 

クラブ奉仕Ｂの各委員会が出席しての会合でし

た。 

私は来年度、親睦活動委員長というお役目を頂

きました。８名の委員会ですがなかなか例会で

お目にかからない方、年に数回の方もおられま

すが、何とか活動していきたいと考えておりま

す。 

例年の委員会としての事業企画運営に加え、会

長幹事より全会員が参加できる楽しい企画を提

案する様に指示を受けております。その中で「ロ

ータリー活動を達成させるための内助の功が上

がる企画」と指示があったのですが、私なりに

考えて見ましたが、まだ結論は出ていません。 

懇親会の中で渡辺はま子さんから「私、久し振

りに来たのに、こんなにあったかいロータリー

大好き。私は 100％の出席を目指す」と言って

居られました。恐らく次年度からだと言う事だ

ったと思います。報告は以上なのですが、「親睦

旅行企画案について」という文書を配布させて

頂きました。 

高橋会長から色んな事をやりたいという言葉を

頂き、親睦旅行案としてざっくりとした見積も

りで提示させて頂きました。 

（1） 京都旅行（一泊二日）       

予定時期：2019 年 3 月 

予算：16 万円（新幹線往復） 

（2） グァム旅行（成田発 3～5 日）   

予定時期：2019 年 1 月 または 2 月 

予算：4 万円 

（3） アパリゾート上越妙高（一泊 2プレー）   

予定時期：2018 年 8 月または 2019 年 6 月 

予算：4 万円 

これらは現時点での企画案です。時期、予算も

含めて、これから検討します。 

これらは通常の例会とは全く別となります。 

皆さんのご意見をお聞きしたいと思います。 

参加・検討保留・不参加 をお聞きします。又

余白にご希望ご意見がありましたら記入して頂

き提出をお願い致します。

 

5 月 18 日(金) 会場：魚長  １９名 

羽賀 一真会員 

松山幹事からの指名があった

発言順に報告します。 

我々職業奉仕委員会からは次

年度の事業計画として、来年 1

月の職業奉仕月間に地区委員

長への卓話の依頼のほかに、移動例会として職
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場見学先に、「柏崎刈羽原子力発電所」を計画し

ていることを報告しました。新潟県に位置する

柏崎原発は世界最大の原発です。原発と言えば

東日本大震災による福島原発事故が思い出され、

柏崎原発も再稼働もしくは廃炉と賛否あると思

います。しかし今この世の中自分は電気は使わ

ないんだなどという人は誰もいないし経済効果

として賛成するにしても、危険だから反対する

にしても毛嫌いして見もせず反対するよりも例

えば実際に見に行って「あんなに低い防潮堤で

津波が防げるわけがない！」と言ったほうが説

得力があります。ちなみに羽賀は中立で「いず

れ無くしたいが、すぐには無くせない。」です。 

社会奉仕委員会からの事業計画として、継続事

業のほかに、二胡奏者の野沢香苗さんの演奏会

を計画していることが報告されました。スマイ

ル BOX の財源を使うための打ち合わせをする

こと、地区補助金申請については 3 月末までに

申請済みであることの報告がありました。 

国際奉仕委員会からは、9 月の基本的教育を識

字率向上月間について報告がありました。また、

ロータリー財団、米山奨学の 2 委員会の補助を

する件の報告がありました。 

ロータリー財団委員会からは、ポールハリスフ

ェロー及び財団への寄付を募る件の報告があり

ました。川瀬ガバナーの目標数値は 1 人 150 ド

ル（1 ドル 104 円の場合 15,600 円）、11 月のロ

ータリー財団月間担当の件、ロータリー財団セ

ミナー出席の件について報告がありました。 

米山奨学委員会からは、米山功労者及び米山奨

学会への寄付を募る件の報告がありました。川

瀬ガバナーの目標数値は 1人

20,000 円とのことです。また

10 月の米山月間担当につい

ての報告、米山奨学生受け入

れに伴うカウンセラーのフ

ォローについて意見交換が

行われました。 

青少年奉仕ライラ委員会か

らは、5 月の青少年奉仕月間についての報告、

ライラ研修の参加者の依頼及び募集について報

告がありました。次年度のライラ研修は 9/29

（土）、30（日）とのことです。その他、家庭会

合の出席日を変更して出席された方々からの報

告もあり、活発な意見交換が行なわれ、第 1 部

の会議の部は無事滞りなく終了しました。 

第 2 部の懇親会は、引き続き魚長さんにて、ヘ

ルシーで非常に美味しい料理をいただき、盛況

のうちにお開きとなりました。 

会議の報告としては以上ですが、私なりの気が

付いた点を少しお話したく思います。 

まず「家庭会合」という名称についてです。 

名称の由来は「普段遠慮して言えないことを、

会員の家庭で飲食し、忌憚なき意見を交換する」

ということで、以前は本当に会員の家庭で飲食

していたのが、あまりにも奥様の負担が重過ぎ

るとのことで、専用の宴会場で「家庭会合」し

ている現状があります。それはやむを得ないの

ですが、名称は今のまま「家庭会合」でいきま

すか？新入会員や、奥さんたちへ会議の名称は

説明しにくいので。また、似たような件ですが、

翌日に行なわれた 2560 地区研修協議会にて、近

くに座った数名の他のクラブのかたと情報交換

した際、それぞれのクラブ内では会員同士が積

極的に意見交換する場はあるか聞かれた時、家

庭会合の話をしたら、「家庭会合ってなんです

か？」と聞かれ前述のような説明をしました。

私の勉強不足でロータリー用語は全国全世界共

通用語なのか、三条北 RC 特有の活動用語なの

かの区別がわかりません。インターネットでも

「ロータリー 家庭会

合」と検索したところ、

他でも同様主旨で行な

っているとこともある

ようですが、名称は三条

北 RC 特有でしょうか？ 
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一口メモ 家庭会合 

家庭会合（家庭集会） 炉辺会合（ファイアーサイドミーティング） 

委員会は委員長宅で行なう。と言う事から呼ばれるようになりました。 

知り合うことと話し合うことは親睦の基本とされてきました。委員会毎に少人数が集まって自由に

討論できる会合です。会員家族にロータリーを理解してもらい、家族との親睦を計る目的で会員の

家庭で開かれていましたが近年は家庭環境の変化等で家庭を会場とすることは困難となり、専門会

場等で開催されています。開催日数はそれぞれですが三条市内ＲＣは「家庭会合」として専門会場

で開催しています。 

 

 

 

 

誕 生 日 

会 員        ご夫人           結婚記念日      

渕岡  茂  ２    坂本 敏子  ７    斎藤 良行・ことみ  ４ 

本田 芳久  ３    吉田由美子 １３    田中耕太郎・雪江   ５ 

本間建雄美  ９    白倉 満江 １６    岡田  健・美代子   ６ 

石川 勝行 １３    佐藤 君子 ２８    福岡 信行・則子   ６ 

柄沢 憲司 ２５         

樋口  勤 ２５ 

佐藤 弘志 ２６  

高橋 研一 ２８     

 

ＲＩ第 2560地区環境保全の為の植樹事業  

5月 26日(土) 新潟市西区 青山海岸  

参加者（敬称略）：渋谷義徳・西村 護・小林繁男 

 

三条東・三条北ＲＣ合同ゴルフ大会  

5月 26日(土) 下田城カントリークラブ 

参加者（敬称略）： 

三条東ＲＣ 菅家敏彦・遠藤和秀・長谷川恵慈・近藤健太 

中澤 進・横山惣治・吉田修司 

三条北ＲＣ 米山忠俊・坂内康男・樋口 勤・岡田大介   

      佐藤義英・石川一昭・丸山 勝・石丸 進 

佐藤弘志・岡田 健・白倉昌夫・落合益夫   

      石丸咲子 

 

優勝：白倉昌夫  

準優勝：岡田健  

３位：佐藤弘志 

６ 月のお祝い 


