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三条北ロータリークラブ週報 
 

会長挨拶：高橋研一会長 

創立３３年目を迎える三条北ロー

タリークラブの第１回目の例会を

開催する前に皆様にお願いがござ

います。 

三条北ロータリークラブの為に礎

になって、沢山の功績を残し旅だ

たれた７名の会員の方へ哀悼の意 

を込めて１分間の黙祷をしたいと思います。 

布川和雄様・本間茂男様・大竹保夫様・齋藤興一

様・山上茂夫様・樋口金占様・西山斉様 

 

本日、高橋年度が始まります。当クラブは３３年

目に入る伝統あるクラブなので出来るだけ今まで

通り進めて行きたいと思いましたが、私自身色々

な事にチャレンジしたい性格なので、ある項目は

リセットしてみたいと思いました。ＲＩ会長のテ

ーマ「インスピレーションになろう」英和辞典で

引いてみると、妙案、突如として生じるひらめき

と出ています。2560地区川瀬康裕ガバナーのテー

マは「自らのロータリーストーリーを作りましょ

う」です。このテーマをヒントに私は幹事、理事

役員、各委員長始め委員の皆様としっかり打合せ、

計画を立て、皆様から喜んでもらえる為の内容作

りに力を注ぎます。会員の皆様に協力して頂ける

様にモチベーションを上げ目標に近づける運営を

します。皆様方に今まで以上のご協力・ご支援を

お願いしまして挨拶とさせて頂きます。 

宜しくお願いします。 

 

 

        

ダニエル君出席 

 

 

 

 

例会日 ２０１８．７．３ 累計№１５０７  当年№１ 

本日の行事：「今年度方針発表①」 

◆本日の出席：６５名中３３名    

◆先々週の出席率：６５名中５８名 89.23％ 

         （前年同期 83.33％） 

 

◆本日のビジター： 

 三条ＲＣ 斎藤弘文さん、丸山行彦さん 

◆本日のオブザーバー：米山奨学生 

   メディナ コントレラス,ダニエル君 

◆先週のメークアップ 

 ６月２７日三条ＲＣ 中條耕二、山崎 勲 

           田中耕太郎 

   ２８日三条東ＲＣ 

       山崎 勲、石川友意 

   ２８日川瀬年度地区大会打合 

           金子太一郎 

   ２８日第２回ゴルフ大会 １８名 

 ７月 ３日川瀬年度地区大会打合 

           金子太一郎 

 

＊本日の配布書類等 

 ・週報№1505・1506 

 ・ロータリーの友７月号 

 ・ガバナー月信 ７月 

 ・会費納入のお願い 

 ・青少年健全育成市民大会チラシ 

 ・市内 4ＲＣ会員名簿 

 ・決算＆予算書  

国際ロータリー会長：バリー・ラシン 

 「インスピレーションになろう」 

第２５６０地区ガバナー：川瀬 康裕 

 「自らのストーリーを作りましょう」 

会 長：高橋研一 

「将来みんなのためになること 

 これからのロータリーのために 

 力を込めて課題にチャレンジしょう！」 

幹 事：松山浩仁 

ＳＡＡ：外山裕一 

例会日：火曜日 １２：３０～１３：３０ 

例会場：三条ロイヤルホテル℡34-8111 

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  FAX0256-35-7488 

ＨＰ：http://www.sanjo-nrc.org 
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幹事報告：松山浩仁幹事  

・巻ＲＣより 例会場変更について 

       ７月より ほたるの里交流館（新潟市西蒲区福井 4067） 

・三条市青少年育成市民会議より 育成市民大会チラシ配布のお願い 

        日時 7月 14日(土)13：00～  会場 三条市中央公民館 

・三条クリーン協議会より 総会開催のご案内 

        日時 7月 11日(水)12：00～  会場 三条商工会議所 ４階 

・三条ローターアクトクラブより ７月第二例会のご案内 

        日時 7月 26日(木)19：30～  会場 三条燕地域リサーチコア 

・渋谷年度決算、高橋年度予算書を配布しました。決算の詳細は現況報告書に記載します。 

 ご質問等は、決算については直前会長幹事又は事務局、予算については会長、幹事までお願いし

ます。 

・会費納入のお願いを配布しました。7 月 27 日(金)迄にお願いします。また、口座自動引き落とし

をご利用の方は 7月 27日(金)に引き落としさせて頂きます。 

・市内４ＲＣ会員名簿を配布しました。個人情報ですので取り扱いにはご注意下さい。 

理事会報告：第１回 平成３０年７月３日（火）11：30～12：30於：三条ロイヤルホテル 

出席者：高橋研一、外山裕一、早川瀧雄、松山浩仁、渋谷義徳、斎藤 正、渕岡 茂 

金子太一郎、齋藤孝之輔、中原尚彦、花井知之、樋口 勤、羽賀一真、佐藤秀一 

                 出席数１４/１６（内委任状３名） 

協議事項１.会長幹事ＳＡＡ慰労会決算報告    承認        

     2.繰り越し確定報告          承認 

      3.ガバナー公式訪問の件        承認 

       歓迎会は行なわない（通常例会時間＆協議会） 

      4.社会奉仕事業の件          承認 

       10月 18日(木) 野沢香苗二胡演奏会 

      5.７月行事予定変更の件        承認 

      6.握手タイムの件           承認 

       毎例会実施 

      7.職場見学例会の件          承認 

       11/20 東京電力柏崎原子力発電所  

 

地区大会実行委員長斎藤弘文様より 

皆さんこんにちは。地区大会実行委員長を仰せつかりました、斎藤です。宜し

くお願い致します。 

川瀬年度のメインとなります「地区大会」です。こちらの北クラブからはコ・

ホストをお願いしております。ご理解とご協力を頂いておりますことをお礼申

し上げます。又、金子さんという素晴らしい副実行委員長を推薦頂きありがと

うございます。非常に助かっております。 

１２００人位参加して頂かないと赤字になる

事がわかり、これから皆さんに出席要請をしなければならないとい

う大変な役割が実行委員長の仕事だそうです。幸か不幸かこちらの

北クラブは１００％出席が義務づけられております。皆さんに出席

要請をする必要は無いのですが、「親しき仲にも礼儀あり」です。

まげて皆さんの出席をお願いに参りました。どうか宜しくお願い致

します。 
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委員会報告：  

雑誌委員会：前年度の森委員長も皆さんから友を読んで頂きたいとポイントをお話しされていまし

たが、今年度も引き続き皆様にお伝えしたいと思います。 

７月号 新年度という事でＲＩ会長バリー・ラシンさんの素顔が紹介されています。（７頁～） 

10月 24日世界ポリオデー 減少はしていますが、撲滅に到っていない（発症０が３年続いて撲滅） 

卓話の泉 「スーツの掟」・「ガン治療の新薬」 これらは是非お読み下さい。 

出席委員会：高橋会長が是非やって欲しいということで、連続３ヶ月ホームクラブ 100％出席者を表

彰させて頂きます。記帳、メークアップは該当しません。３ヶ月毎に表彰します。皆さんチャレン

ジして頂きたいと思います。 

又、出席率を上げるために、例会出席はもちろんですが、記帳制度を利用して下さい。

例会欠席の前後２週間以内ですと補填されます。 

メークアップには例会出席の他に記帳したことにより補填対象となります。 

記帳とは決められた時間・会場で例会が開催されない場合、そのクラブの正規の開催

日に記帳を受け付けています。三条市内ＲＣは勿論、日本国内のＲＣは全て実施して

いますので是非ご利用下さい。 

 

 

 

 

米山 忠俊君 高橋年度、初例会 １年間頑張りましょう。 

佐藤 弘志君 高橋会長、松山幹事、外山ＳＡＡ１年間ご苦労様です。 

岡田  健君 高橋年度の舟出です。航海安らかでありますように 

星野 義男君 高橋年度のスタートを祝して!! 

石川 友意君 ＢＯＸのテーブルに座りましたので!! 

田中耕太郎君 高橋さん期待しています。 

高橋 研一君 １年間会員同士楽しく助け合って、いがみ合わなく、協力して行きましょう。 

渡辺  徹君 今年度、財団を担当致します。年初にあたり、年次寄付の目標一年分を協力させて

頂きます。 

 

 

 

高橋 彰雄君 高橋丸、御苦労様です。頑張って下さい。 

佐藤 秀一君 今年度、最初の協力です。 

花井 知之君 今期もよろしくお願いします。 

田中耕太郎君 ＢＯＸに 

落合 益夫君 米山奨学に協力 

大野 新吉君   〃 

森   宏君 本年度、米山奨学委員長を拝命いたしました。皆様ご協力宜しくお願い致します。 

 

 

斎藤 弘文君（三条ＲＣ）高橋会長、松山幹事様おめでとうございます。 

川瀬ガバナー年度がスタート致しました。ご協力をお願い致します。 

11月 10日・11日の地区大会への参加とご協力をお願いします。 

丸山 行彦君（三条ＲＣ）久し振りに三条北クラブ様にメークアップさせて頂きました。 

11月 10日・11日の地区大会にはご協力と多数の参加宜しくお願い致します。 

高橋 研一君 １年間お互いに助け合って楽しく過ごしましょう。 

松山 浩仁君 今年度、幹事を務めさせて頂きます。一年間よろしくお願いします。 

外山 裕一君 ＳＡＡをさせて頂きます。一年間宜しくお願いします。 

米山奨学ボックス：３日現在累計１０６,０００円 

ロータリー財団ボックス：３日現在累計２７,０００円 

スマイルボックス：３日現在累計２２,０００円 
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渋谷 義徳君 高橋会長、松山幹事、外山ＳＡＡ一年のスタートにエールを送ります。 

早川 瀧雄君 高橋年度の船出を記念して。三条クラブの斎藤様、丸山様ようこそお出で下さいま

した。 

羽賀 一真君 高橋会長から職業奉仕委員長を拝命しました。１年間よろしくお願いします。 

坂内 康男君 高橋年度です。会長、幹事、ＳＡＡ１年間宜しくお願いします。体に気を付けて下

さい。 

石川 勝行君 新役員の方々これからよろしくお願い申し上げます。 

石川 友意君 高橋年度の船出に協力!!三条クラブ斎藤様、丸山様を歓迎して!! 

大野 新吉君 高橋年度の舟出です。松山幹事、外山ＳＡＡ一年ご苦労様です。宜しくお願いしま

す。 

石丸  進君 高橋会長年度、初例会に協力させて頂きます。 

小林 繁男君 高橋会長、体に気をつけて１年間頑張って下さい。 

梨本 文也君 三条北ＲＣに入会して１年が過ぎました。会員名簿も仲間入り!!新年度も皆様と一

緒に楽しませて頂きます。 

今井 克義君 高橋年度これから１年間期待しています。 

田中耕太郎君 ＢＯＸに 

梨木 篤史君 今年度ニコニコＢＯＸの委員長を仰せつかりました。頑張りますのでよろ

しくお願いします。 

 

＊６月のコメント賞は松山浩仁会員です。 

 

 

 

本日の行事：「今年度方針発表①」

高橋研一会長 

設立３３年目の会長の活動方針

及び目的は「将来のみんなのた

めになること、これからのロー

タリーのために力を込めて課題

にチャレンジしょう！」です。 

会員増強と広報活動を重点に運営していきます

が、楽しさが見えてきませんので職業奉仕、社

会奉仕、親睦活動、プログラムの委員長、委員

の皆様と提案し、楽しめる内容を企画します。 

会長はクラブを代表すると同時にクラブ運営管

理の責任があります。したがって委員会がコン

セプト、モチベーションを持ち、熱意、識見が

反映されて「高橋会長の年度」としてクラブ史

上に精彩を放つ様にします。その結果、委員会

活動を活発にさせ、クラブ協議会を効果的に運

用出来ます。 

 

会員増強Ｂ齋藤孝之輔委員長 

会員増強Ｂ委員長を仰せつかり

ました。本日は所用で早めに退

席させて頂く為、順番を変えて

頂いたことをお詫び申し上げます。申し訳あり

ません。 

今回ＡとＢという２つの会員増強委員会が出来

ました。会長が「会員増強」に力を注いでいる

ことだと思います。 

私のＢは若手を担当しますが、私も青年会議所

を卒業し１０年近く交流も途絶えていますが４

０歳～５０歳は経営の実権を握り始める時期で

す。私のネットワークを駆使し会員増強に努め

て参ります。私も入会２年目を迎え、北ロータ

リークラブの楽しさを漸く覚えてきた処です。 

この楽しさを会員増強に活かして行きたいと思

います。しかし皆様からの情報提供が不可欠で

す。 

仕事の繋がり等の経営者の倅さん等、発掘され

ていない処はまだあると思います。皆様から少

しの情報でもかまいませんので寄せて頂き、そ

れをしっかり活かして候補者のリストを作り、

懇親会等を開催し、会員増強に繋げたいと思い

ますので、皆さんお力をお貸し下さい。宜しく

お願いします。 

今日は会員増強Ａ金子委員長が不在の為、金子

委員長から預かりました書面を代読させて頂き

ます。 
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会員増強Ａ金子太一郎委員長  

この度、会員増強委員Ａの委員長を仰せつかり

ました、金子です。 

高橋会長の方針で、特に力を入れている会員増

強ですが、とても重要なポストだと思っており

ます。それだけ期待に応えられるように、頑張

りたいと思います。 

会員増強は、ロータリークラブに限らず、いろ

んな組織で共通の課題になっております。 

法人件数と人口の減少や、景気の先行きの不安

定さなどマイナス要因がたくさんあります。 

そして他クラブも会員増強には力を入れており、

勧誘のバッテングもあり、厳しい状況ではあり

ます。皆様から会員候補の情報をたくさんいた

だきたいと思います。 

具体的には、市内の企業経営の入会候補者リス

トの作成。そのリストに基づいて、勧誘を実施

します。勧誘方法も懇親会を計画し、三条北ロ

ータリーは、楽しい会ということをアピールし

ていきたいです。   

 また、先日の地区協議会でロータリーの説明

をするのにわかりやすい動画がありましたので、

一度、見てください。（ユーチューブで「おしえ

てロータリー」で検索してください。） 

皆さまの、情報提供をお願いします。 

 

クラブ奉仕Ａ斎藤 正委員長 

佐藤義英副委員長と傘下の５

委員会と共に会長方針に示さ

れているひとつ「クラブの繁栄

を図るため会員増強と退会防

止」に努めます。 

社会奉仕、職業奉仕、国際奉仕は外部に対して

の奉仕活動であるのに対し、クラブ奉仕はロー

タリアンに向けての内向的な奉仕活動であると

いうことを認識し、構成される５委員会がそれ

ぞれの目的を充分に達成し、会員が誇り得るク

ラブの姿が実現できるような計画を建てたいも

のと考えています。 

 

クラブ奉仕Ｂ渕岡 茂委員長 

副委員長は小林繁男さんです。

宜しくお願いします。 

担当する５つの委員会（①出席

②ｸﾗﾌﾞ会報･雑誌･広報･資料③親睦活動④プロ

グラム⑤スマイル BOX）がコミュニケーション

を図りながら会員同士が一層の親睦を高められ

るクラブの雰囲気作りに専念します。役員理事

とも連携をたかめ、常に会員の要望、意見に耳

を傾けクラブのあり方に前向きに取り組んでま

いります。 

ＲＩ会長、川瀬ガバナー、高橋会長のテーマの

もと傘下の５委員会に所属する会員がロータリ

ー活動を通じて楽しく仕事が出来る事を前提に

出席率向上、楽しめる例会づくりに専念します。 

私も「インスピレーション」とは何ぞやと辞書

を引いてみました。いくつかありましたが、閃

き、瞬間的に浮かぶ考えとありました。私も会

社で朝言ったことが夜変わって話してしまう朝

令暮改もありますが最近の世界を見渡しても閃

きでアメリカが動いたり、色々の国が閃きで動

いたりの状況も大いに考えられますので日頃か

ら頭を使って三条北ＲＣがより一層前向きに進

められるような方向付けをクラブ奉仕Ｂとして

進めて参りたいと思います。

 

 

 

第２回ゴルフ大会 6 月 28 日(木) 於：ヨネックスカントリー 

優勝：樋口勤さん 準優勝：佐藤義英 三位：柄沢憲司さん 
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