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会長挨拶：渋谷義徳会長  

みなさんこんにちは。 

本日も例会に出席していただきあり

がとうございます。16 日（土）に三

条南ロータリークラブ創立 50 周年記念式典・祝

賀会に、当クラブから 38人出席して頂きました。

式典の来賓紹介のアナウンスで、順番を誤って三

条北ロータリークラブ会長の紹介があったらし

いですが、その点を除けば完璧な進行で、記念コ

ンサートではビートルズ来日にちなんで結成さ

れた女性４人組ユニット 1966 カルテットのク

ラッシクのテクニックをベースにした演奏を目

と耳の両方で心から楽しむ事ができました。出席

された皆さんには大変お疲れ様でした。 

 私の会長あいさつは今日が過ぎれば残り 1 回になりました。年齢を重ねていくと、誕生日や年末

などの節目に、つい口にしてしまうのが「一年はあっという間だ」「時の経つのが早過ぎる」といっ

たセリフです。一年は短い？と感じるか、長く感じるかは一説によると「主観的に記憶される年月

の長さは、年少者にはより長く、年長者にはより短く評価される」との法則があり、「五十歳の人間

にとって、一年の長さは人生の五十分の一ほどであるが、五歳の人間にとっては五分の一に相当す

る。よって五十歳の人間にとっての十年間は、五歳の人間にとっての一年間に当たり、五歳の人間

の一日が、五十歳の人間の十日に当たる」ということになります。この法則によると、私の一年間

は短く感じることになりますが、時にはその時の心の状態で長く感じたこともありました。 

本日の行事は会長卓話で「一年を振り返って」となっています。一年間の行事を一覧表にまとめて

みましたので、それを資料に話を進めさせてもらいます。 

毎回の会長あいさつで、季節の話題を取り入れていましたが、今回はこの季節に美しく咲いている

紫陽花（アジサイ）の花言葉について話をさせてもらいます。色で変わる「紫陽花／アジサイ」の

花言葉。たくさんの小さな花が集まって咲くきれいな紫陽花（アジサイ）は初夏を彩る代表的な花

として人気があります。アジサイは土壌の性質や、咲いてから散るまでの間に花の色を変えること

から、「七変化」「八仙花」などの別名があります。そんなアジサイの代表的な花言葉は「移り気」。

本日の行事：卓話 「今年度を振り返って」 

◆本日の出席：６５名中３２名    

◆先々週の出席率：６５名中５１名 78.46％ 

          （前年同期 77.27％） 

◆先週のメークアップ（敬称略） 

 ６月１８日三条南ＲＣ 石川勝行 

   １９日次年度出席委員会 

         石川友意、高橋彰雄 

                             

＊本日の配布書類等  

・週報№1503・1504 

・障害者雇用促進セミナー案内 

　　  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 ．６．１９      　　　　　　累計№１５０５ 　　当年№４６

会　長：渋谷　義徳　　　　　　　　
幹　事：石黒　隆夫　　　　　　　　　
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以前は浮気をイメージする花言葉から、結婚式や贈り物では避けられる花でした。しかし最近では

「家族団欒」という花言葉も広がり、母の日の贈り物や結婚式のブーケなどにもよく使われていま

す。また、白、青、紫、ピンクなど多様な色をつけるため、色によって「元気な女性」「寛容」「冷

淡」といった多くの花言葉を持っています。よい意味、悪い意味両面の花言葉を持つように、紫陽

花の淡い青色を「きれいで癒される」と思う人もいれば、「暗い」「冷たい」と感じる人もいるでし

ょう。同じ色でも、人によって捉え方はちがうものです。また、その時の心の状態によって、よい

方に受け止めることもあれば、マイナスに受け止めてしまうこともあるでしょう。紫陽花のように

環境に応じつつ、明るさと自分なりの「色」を出し、家庭で仕事で輝いていきたいものだと思って

います。みなさんよろしくお願い申し上げます。 

 

幹事報告：松山浩仁副幹事          

・川瀬ガバナーエレクトより スタッフ会議開催のお知らせ 

     日時 7月 4日(水)13：45～  会場 三条信用金庫本店 

・川瀬ガバナーエレクトより 地区研修協議会ＤＶＤ送付について 

・地区会員増強委員長より 会員増強セミナーのご案内 

     日時 7月 28日(土)13：30～  会場 ホテルオークラ新潟 

・地区青少年交換委員会より 交換学生募集要項送付について（詳細は事務局まで） 

 短期交換 ２０１９年８月～４週間程度 

 長期交換 ２０１９年８月下旬出発１年間  

・三条ローターアクトクラブより ７月第一例会のご案内 

     日時 7月 13日(金)19：30～  会場 三条燕地域リサーチコア 

 

アイエスエフネットライフ三条営業所 日高所長より 

障がい者雇用促進セミナーのご案内と協力のお願いで伺いました。6/28 三条ものづくり学校で開催

します。又いつでもご連絡頂ければ、ご相談説明をさせて頂きますのよろしくいお願い致します。 

 

＊＊＊＊＊ロータリー財団ボックス１９日現在累計６３８,０００円＊＊＊＊ 

渋谷 義徳君 石川一昭財団委員長、一年間お世話になりました。ほんの心ばかりです!! 

佐藤 弘志君 ボックスに協力 

石川 一昭君 渋谷年度無事皆様のお陰を持ちまして終了する事が出来ました。ありが

とうございました。お礼で 100口寄付致します。 

＊＊＊＊＊米山奨学ボックス１９日現在累計５１４,０００円＊＊＊＊ 

石川 勝行君 米山奨学に協力します。 

米山 忠俊君 昨日の大阪地震にお見舞い申し上げます。 

佐藤 弘志君 ボックスに協力 

坂内 康男君 米山協力、渋谷さん１年間ご苦労様でした。 

渕岡  茂君 協力します。 
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＊＊＊＊＊ニコニコボックス１９日現在累計９２４,０００円＊＊＊＊＊＊ 

渋谷 義徳君 本日は私の拙い話をお聞き頂きありがとうございます。 

       しばしの間、お耳をお貸し下さい。宜しくお願いします。 

松山 浩仁君 今年度最後の例会司会になりますが、１年間拙いＳＡＡの進行にお付き合いご協力

して頂きありがとうございました。 

佐藤 弘志君 渋谷会長の真面目な科学者の様な立ち姿での卓話、絵になりました。１年間ありが

とうございました。 

佐藤 義英君 渋谷会長、１年間ご苦労様でした。来週の慰労会、楽しみです!! 

森   宏君 6/17関川村でハーフマラソン走ってきました。 

金子太一郎君 渋谷会長、松山ＳＡＡあと半月ですが最後まで気を抜かずやり遂げて下さい。 

石川 友意君 渋谷会長ご苦労様でした。卓話に感謝して!! 

梨木 篤史君 協力します。 

梨本 文也君 ボックスに協力させて頂きます。 

本間建雄美君 ニコニコＢＯＸにご協力頂いた皆様、ありがとうございました。 

 

本日の行事：「今年度を振り返って」  

「一年を振り返って」渋谷義徳会長 

昨年７月４日の第１回例会で２０１７―２０１

８年度クラブの年度テーマーを『ロータリーの魅

力を再確認し、ともに変化をもたらそう』と決め、

私のクラブ運営のモットーは「明るく、朗らかに、

和やかに」です。そして、活力が得られて、知識

が深まり、見聞が広がる例会やクラブ行事、奉仕

プロジェクト行事を目指したく思っていますとあ

いさつをさせてもらいました。 

第１回の例会は梨本 

文也会員の入会式から

出発しました。これは６

月中に決定していたこ

とで、(株)タツミ 山口

会長様の格別の配慮に

感謝しております。順次

例会行事を主題に話を進めますので、別紙資料「例

会開催一覧」を用意いたしました。私の話は退屈

でしょうから、こちらの資料を眺めていれば眠気

覚ましに役立つと思いますが・・・・。 

お話しする内容を四つに絞ります。一つ目は「例

会」について、二つ目は「会員満足度アンケート

の実施結果」について、三つ目は「社会奉仕事業」

について、四つ目は「会長として心掛けてきたこ

と」についてです。私の持ち時間は 13 時 25 分ま

でです。それ以降は石黒幹事、松山ＳＡＡが引継

ぐことになっています。石黒幹事は本日商用で欠

席していますが、メッセージを松山ＳＡＡが代読

する手はずになっています。 

先ず、はじめに例会についてですが、高橋プロ

グラム委員長の人脈を十分に活かして、外部卓話

に多士済々の講師を選んでもらい、知識が深まり、

見聞が広まった例会を開催できたと嬉しく思って

います。中でも印象に残っている卓話をあげます

と三つあります。株式会社北越ケーズ 元代表取

締役 山本 邦彦様の「今まさに、頑張らない経

営を経営に生かす」では、著名な経営者のお話を

聞けて大変感動しまし

た。３０分の講話時間

では物足りなさを感じ

ましたし、別の機会に

お話を聞ければいいな

と思いました。ｍｉｕ 

ｃｏｌｏｒ 代表 橋
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本 美和様の「色で人を引きつける秘訣」の実演

では、丸山 勝会員がモデルになって見事にイメ

ージチェンジした様子をしっかりと覚えています。 

株式会社 タツミ 

代表取締役会長 

山口龍二様の「よも

やま話」の話を聞い

て地元での成長著

しい企業の創業者

から、事業経営の真髄や人生観などを興味深く聞

かせてもらいました。高橋プログラム委員長に感

謝申し上げます。 

次に夜例会についてです。予算の厳しいなかで、

花井親睦活動委員長を筆頭に委員全員の創意によ

り数々のユニークな催し物を楽しませてもらいま

した。クリスマスパーティーでは“さとちん電波

隊”が出演したことで、金子年度の慰労会が火事

騒ぎでお流れになってしまった、その時の企画を

引継いだ形になりましたが、大変にぎやかに楽し

く過ごせました。新年会では“日本万歳獅子舞」

という新年にふさわしいおめでたいユニークな出

し物で賑やかに拍手喝采の夜例会を過ごせました。

４月の夜例会では少ない予算で知恵を出して“８

０年代のディスコを思い出していただきます”と

いう企画は歌ったり踊ったりしてストレスの発散

になりました。とにかく厳しい予算をアイデアあ

ふれる企画で楽しい思いができました。花井親睦

活動委員長に感謝申し上げます。 

次は、会員満足度アンケートの実施結果につい

てです。2560 地区事務局からの要請がありました

ので、クラブテーマの“ロータリーの魅力を再発

見しよう”“ともに変化をもたらそう”を具現化す

るために、メンバーのさまざまなニーズや期待を

反映させた、クラブ運営を目指したいと思って実

施しました。実施してわかったことを、満足して

いる、あるいはそう思う、などとポジティブに回

答している項目と、不満である、そうは思わない、

などとネガティブに回答している上位項目は以下

の通りでした。 

比較的に満足度の高い項目として ①クラブは

会員の声に十分耳を傾けている。90.3％ ②クラ

ブを通じて貴重な人脈づくりができる。87.8％ 

③会員は互いへの思いやりを持っている。85.4％

があり、クラブのコニュニケーションは第４分

区・地区と比較しても満足度が高いです。 

逆に満足度の低い項目として ①クラブの行事

に家族・友人・同僚をよく誘う。34.2％ ②私は、

資格ある候補者に入会を誘っている。24.4％  

③ロータリー財団に求められる寄付。19.5％があ

り、分区・地区と比較して不満足度が高いのが今

後の課題となり、クラブ会費に見合うクラブ運営

を目指し、会員満足度を高める努力が必要のこと

が確認できました。 

また、社会奉仕事業では、尾木直樹氏講演会を

開催したところ、計画動員数８００人に対して、

なんと１１００人強の入場者があり、ロータリー

クラブの公共イメージを高める観点からは大成功

に終わったと思っ

ていますが、反省点

もいくつかありま

す。目標に対してオ

ーバーした入場者

が３００名もあり、

大変迷惑をかけた

ことです。目標設定と達成の為の手段と予測の難

しさを痛感しました。大規模な講演会を開催する

には、会場の確保が優先され、その後に講師折衝

の順序の方が計画を進めやすいと思っています。 

会長として心がけてきたことは、第一には健康

を損なわないように体調維持に努めました。 

お陰さまで、今のところ異常がありません。 

次週例会は無事に任期満了を迎えられます。 

また、会長をやって嬉しかったことは、会員の

みなさんから「会長、会長」と気軽に声掛けをし

ていただき、気分が晴れやかになれたことです。

他には市内４クラブの会長、幹事と顔見知りにな

れ、お互いを知り合うことで親しくなれたことで

す。気を使ったことは、毎回の会長あいさつが会

員の皆さんにいくらかでも役立っているだろうか。

自分よがりになっていなかったかということでし
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たが、いざ演台に上がり、あいさつを始めてみま

したら、「案ずるより生むが易い」で、正面を向い

て聞いている人が案外少なかったので、ホットし

ました。中には齋藤孝之輔さんのように話を聞い

て、ロータリーの友のクロスワードパズルに応募

して賞品をもらったとの報告があり、話しを聞く

人は聞いてくれているのだなと嬉しく思いました。 

クラブテーマである「ロータリーの魅力を再発

見し、ともに変化をもたらそう」がどれだけ実践

できたか自問自答していますが、クラブ運営のモ

ットーを意識して「明るく、朗らかに、和やかに」

一年間を過ごせましたのは、会員みなさまの励ま

しと、支えのお陰と感謝しております。来週は肩

の荷が降りて晴れやかな顔で例会に臨めると思っ

ています。一年間いろいろな面でお世話になりま

した。これからもよろしくお願い申し上げます。 

 

石黒隆夫幹事 

皆さん、こんにちは。大事な日の

例会に出席できず大変申し訳ござ

いません。私は今上海にいます。

仕事です、本当です。ビーチやプールサイドで

トロピカルドリンクなど絶対飲んでいません。

（タイじゃありませんし） 

 改まして会員の皆様一年間、渋谷年度にご協

力いただきまして誠にありがとうございました。 

 大きい出来事で一年を振り返りますと、まず 8

月早々、ガバナー公式訪問、私にとっては初め

ての懇親会も行うと言う事を理事会で背中を押

してもらう形で決定しました。体力的にも精神

的にも大変でしたが結果的に新保ガバナーにも

とても喜んでいただき懇親会をやって大変良か

ったと思っております。 

 そして直ぐに悲しい知らせがありました。福

岡さんご子息のご不幸でした。何も出来ず力に

なる言葉もかけられなく今でも申し訳ない気持

ちで一杯です。 

 社会奉仕事業では無理かと思った尾木直樹氏

の講演会を実現した西村委員長は、人集めの策

を苦労して実行され記録に残る過去最大の集客

を成し遂げられました。しかし、たくさんのス

マイルボックス資金を使いましたので同じくら

いの集金力を発揮していただけるものと思いま

す。 

 夜例会では、今までと違った趣のゲストを呼

んでいただいて盛り上げていただいた花井委員

長ありがとうございました。委員長のストレス

が原因で体調を崩されたのでしょうか、お見舞

い申し上げます。 

 また、その他各委員長さんには個性を発揮し

ていただき、有意義な例会とクラブ運営をして

いただきありがとうございました。 

 そして、渋谷会長、私を幹事にしていただき

ありがとうございました。大変素晴らしい経験

と勉強をさせていただきました。渋谷会長は会

長就任当初、年齢と健康面を特に気にされてい

ましたが、例会をほとんど休まず全ての行事に

参加され、幹事の私の名前も最後まで忘れず年

齢と健康面は全く問題ありませんでした。会長

挨拶も毎回多くの話題を用意され完璧でした。 

松山 SAA にはスムーズな例会進行はもちろん、

例会を４回も休んでしまった幹事の代役ありが

とうございました。来年度は全く心配なく役職

を全うできると思います。 

 最後に私が幹事を受けた当初幹事の仕事をこ

なせるか心配していましたが、幹事経験者の先

輩方は皆、「竹之内さんがいるから大丈夫」と言

う声を掛けていただきました。まさにその通り

でした竹之内さんありがとうございました。 

 

松山浩仁ＳＡＡ 

一言話させて頂きます。ＳＡＡ

の原稿を毎回用意してあるの

ですが、非常に滑舌が悪く聞き

取りにくい事も多々あったと

思います。年度当初「和やかな中にも、厳かな

雰囲気での例会」をモットーにしましたが、多

少の私語、携帯音はありましたが、何とか及第

点を頂けたかなと思っております。 

時間配分も気を遣う処ですが渋谷会長に「挨拶
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は時間がないので短め、今日は長めに」と毎回

協力して頂きました。３・４回欠席しましたが、

その内の１回は全く例会を忘れていまして、報

告もせずに休んでしまいましたが、石川一昭副

ＳＡＡに大変ご迷惑をお掛けしました。申し訳

ありませんでした。何とか無事１年を終わるこ

とが出来ました。次年度はベテランの外山裕一

会員がＳＡＡですのでスムーズな例会進行にな

ると思います。皆さん本当に１年間ありがとう

ございました。

 

社会奉仕委員会より 

5/22 例会後に社会奉仕事業として三条市島田若草公園に植樹を致しましたが、漸く表示杭が出来ま

した。ご協力ありがとうございました。 

 

 


