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

三条北ロータリークラブ週報
例会日２０１８．７．３１

累計№１５１０

当年№４

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

会長挨拶：高橋研一会長
本日の行事：
「会員増強･新クラブ結成推進月間」
◆本日の出席：６５名中３４名
◆先々週の出席率：６５名中５３名 81.54％
（前年同期 80.00％）
◆本日のゲスト：
第 2560 地区会員増強委員長 田中雅史様
副委員長 小山恒弘様
委 員 米山光紀様
◆先週のメークアップ
７月１８日地区大会打合 金子太一郎
１９日三条東ＲＣ 中條耕二
１９日燕ＲＣ 加藤 實、武田恒夫
山崎 勲、高橋彰雄、田口実仁
米山忠俊、外山晴一、齋藤孝之輔
２０日第３回ゴルフ大会 １３名
２５日三条ＲＣ 石黒隆夫、渕岡
渋谷義徳、田中耕太郎
山崎 勲、中條耕二
２５日地区大会打合 金子太一郎
２６日植木ＰＧを囲む会 米山忠俊
２６日燕ＲＣ 加藤 實、中條耕二
２６日三条東ＲＣ 田中耕太郎
梨本文也、石川友意、山崎 勲
高橋彰雄、岡田 健
２８日会員増強ｾﾐﾅｰ 高橋研一
２８日ﾛｰﾀﾘｰ防減災ｾﾐﾅｰ 佐藤秀一
３１日地区ｺﾞﾙﾌ打合せ 佐藤義英
◆記帳受付：7 月 24 日（敬称略）
三条ＲＣ菊池 渉、石橋育於、加藤紋次郎
荻根澤隆雄、五十嵐昭一、小林敏信
五十嵐晋三、神子島正樹、中村和彦
小出子恵出、衛藤泰男、小越憲泰
伊藤寛一、丸山行彦、
三条南ＲＣ星野健司、野崎正明、坂本洋司
佐々木常行、野島廣一郎、内藤豊大
長谷美津明、渡辺俊明
（３１日）野島廣一郎

皆さんこんにちは。
33 周年第 4 回目の例会に出席頂
き、ありがとうございます。
連日の猛暑、先日 29 日の日曜は
三条市の気温 39.5℃全国で一
番暑い地域と報道されとても驚
きました。
皆様には暑中お見舞い申し上げます。今以上の体
調管理に留意されることを希望します。
先週、第１回目の会員増強の為の親睦交流ゴルフ
を開催しました。後程詳細は中原親睦活動委員長
より報告してもらいます。中原委員長の企画は素
晴らしく楽しみました。ありがとうございました。
梨木会員より紹介の野水さんを加えて１１名の参
加でした。野水さんはパーティーで挨拶して頂き
ましたが、お話しが上手く皆様に褒められていま
した。
パーティーを楽しみ交流の素晴らしさを感じ終わ
りました。
第２回は９月に予定しています。私は２名の方を
お誘いする予定です。是非皆様方にも、この楽し
い交流会にお友達をお誘い頂きたいと思います。
宜しくお願いします。
会員増強委員会としてＡ・Ｂの２委員会を作りま
したが、委員会だけでの目標達成は難しい状況で
す。会員皆様の協力と情報提供をお願いします。
親睦活動委員会と共に進め、今後の方向性を検討
したいと思います。
日本のロータリー会員数は１３０,９８０名から
８７,０００名に減っています。7 月 28 日(土)ホテ
ルオークラ新潟で地区会員増強セミナーが開催さ
れました。地区委員長 田中雅史様により進行さ
れました。各分区毎で近況、対策、クラブ強化に
ついて話し合い最後に各分区から報告発表があり
ました。第四分区は久住勲夫ガバナー補佐から「参
加された会員の皆様の真剣に取り組む姿に感動し
ました」と報告がありました。
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本日の「会員増強月間」にご協力頂いた、田中雅史委員長、委員の小山恒弘様、米山光紀様に感謝
もうしあげ挨拶を終わります。

幹事報告：松山浩仁幹事
・地区ローターアクト委員長より アクトの日 本登録のご案内
日時 9 月 9 日(日)9：00～13：00
会場 サンライフ長岡３Ｆ
・地区Ｒ財団委員長、補助金委員長より 地区補助金オリエンテーションのご案内
日時 8 月 25 日(土)１０：００～１２：００
会場 万代シルバーホテル
・地区Ｒ財団委員長より 第１回Ｒ財団セミナー開催のご案内
日時 8 月 25 日(土)１２：３０～
会場 万代シルバーホテル
・長岡東ＲＣより ６０周年記念式典のご案内
日時 10 月 27 日(土)１２：３０～
会場 ホテルニューオオタニ長岡
・吉田ＲＣより 例会場変更について
改修工事の為２０１９年３月迄例会場が燕市吉田公民館になります。

委員会報告：親睦活動
先週 26 日に「会員増強＆親睦ゴルフ」を開催しました。大変暑い中、ある種、罰ゲ
ームの様な命がけのゴルフになりました。当クラブからは有志 10 名と梨木会員ご紹
介の野水さんと 11 名でプレーしました。レオナさんで表彰式を兼ねて親睦交流会を
開催しました。
優勝は松山幹事・第２位田口会員・第３位森会員・第４位花井会員でした。
９月に第２回を開催します。皆さんどうぞ宜しくお願いします

ロータリー財団ボックス：３１日現在累計３７,０００円
中原
落合
渡辺

尚彦君 ＲＩ第２５６０地区会員増強委員長
益夫君 財団に協力
徹君 協力します。

田中雅史様、本日の卓話宜しくお願いします。

米山奨学ボックス：３１日現在累計１２１,０００円
早川

瀧雄君 三条は一昨日 39.5℃を記録しました。日本で一番の暑さでした。まだまだ続きます。
猛暑に負けない様に頑張りましょう。
福岡 信行君 ＢＯＸに協力！
大野 新吉君 毎日の猛暑、人間も庭の木もクッタクッタ～雨が欲しいと毎日祈っております。
この暑い中、会員増強委員長田中雅史様ご苦労様です。宜しくお願いします。
森
宏君 今年も熱中症の方が大勢入院されています。皆様、気を付けて下さい。

スマイルボックス：３１日現在累計７７,０００円
高橋

研一君 会員増強月間、田中雅史委員長ご苦労様です。よろしくお願いします。
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松山

浩仁君 地区会員増強の田中委員長、小山副委員長、米山委員ようこそお越し下さいました。
本日は卓話宜しくお願いします。先日三条市が全国一の 39.5℃を記録しました。
皆さん熱中症には十分気を付けましょう！
高橋 彰雄君 お暑うございます。協力します。
小林 繁男君 田中増強委員長、今日はよろしくお願い致します。
花井 知之君 田中増強委員長ようこそいらっしゃいました。
森
宏君 先週木曜日、会員増強親睦ゴルフで賞金を少々頂きましたので１口
石川 友意君 田中地区会員増強委員長の卓話に感謝して!!
星野 義男君 増強委員長田中様の卓話に感謝して!!
柄沢 憲司君 久し振りです。
梨木 篤史君 毎日、熱い日が続きますがみなさん体に気を付けて頑張りましょう。
地区会員増強委員長田中雅史様より、クラブからの薄謝をそのままご協力頂きました。
＊コメント賞について
今年度は３ヶ月毎に頂いたコメントの中から選ばせて頂きます。賞品はグレードアップします。
ニコニコＢＯＸにコメントをどしどしお寄せ下さい。宜しくお願いします。

本日の行事：会員増強・新クラブ推進月間「会員増強でクラブの活性化を」
第２５６０地区会員増強委員長

田中 雅史 様（新潟南ＲＣ）

７月から新年度スタ
ートし、私が委員長を
拝命しましたが、今日
は委員会全員３名で
お邪魔しました。後程
紹介させて頂きます。
会員増強に付いて特
別な知見、キャリアが
あるという事は一切
ありません。ロータリーの人事は酷な物で一片
の通知で決りましたので、日本一熱い熱い町だ
と一昨日分かりました、この三条の皆さんに今
日、どれ程のお話が出来るか自信もありません
がランチも終わりましたのでごゆるりと聞いて
頂きたいと思います。
自己紹介をさせて頂きます。新潟南 RC の田中
雅史です。２０００年に入会し１８年目を迎え
ました。新潟市内で笹団子屋を営んでおります。
こう暑くて全く売れません。
副委員長小山恒弘です。万代 RC
所属で昨年度は新保ガバナー年度
でしたので大変苦労したようです。
若く見えますが、私の１年下、今
は無くなりましたが市内中心部の
中学校のブラスバンドの後輩です。
米山光紀委員です。昨年入会し
たばかりで何も分かりません。
たった一人の兵隊です。小間使
いだけの委員ということで今年
１年経験させて頂きます。

ロータリーに限らず全てそうですが、今自分が
いる処、現状はどうだろうかという事は非常に
大事だと思います。会員増強に限らずクラブに
おいての考え方は色々ありますが、自分のクラ
ブが平均値と比べてどうだろう。この地区内で
どの位置を占めているか。現状を知る上で立地
点は非常に大事です。
北 RC さんは三条市内で最大数のクラブです。
最多の２０１３年の７１名から減ってはいます
が現在の６４名は立派だと思います。
いつも言って居りますが、50 名が分水嶺で 50
名を超えると財政的にも組織的にも余裕が出て
くる。50 名を下回ると会の運営も厳しくなって
来ます。組織も人材が不足して来ます。60 名以
上を維持している事は立派です。このまま増強
を続けて頂きたいと思います。
私もそうですが、地区の会員増強委員会として
何かを知っている、とか特別な技がある訳でも
ありませんが他の状況をご紹介する事はできま
すので、今日はビデオを使ってお話させて頂き
ます。
ライオンズクラブはどんな組織かご存知ですか。
何となく知っているという程度ではないでしょ
うか。ロータリーはシカゴから始まった最初の
奉仕団体ですが、ライオンズもシカゴから始ま
りました。会員数はロータリー１２０万人、ラ
イオンズ１４０万人です。しかしやっているこ
とは、ほぼ同じです。紹介しているビデオがあ
りますのでご覧下さい。
（ビデオ上映）
見て頂いて分かると思いますが、ロータリーも
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同じだという事がわかると思います。これは地
区の了解をとって地区協でも使わせて頂きまし
た。ＹｏｕＴｕｂｅで流れていますが、いいビ
デオだと思います。全ての組織が会員増強しよ
うと思っている中で進めて行く事は大変な事で
す。
増強は文字通り「増やして強める」ですが、増
やそうとしてもなかなか増えませんが、増やそ
うとしないと減ります。会社の業績にも通じる
と思いますが、前を向いて、新しい人に声を掛
けていかないと現状維持さえままならない。組
織は増やすだけではダメです。強くしなければ
いけない。
団結力、和気藹々の和やかな雰囲気がいいクラ
ブになっていく方法だと思います。
先般の会員増強セミナーでも話が出ましたが、
会員増強を突き詰めていくとクラブの活性化、
クラブを元気にする事とイコールです。和気
藹々と楽しいクラブは退会者も出ません。他人
に勧めますので入会希望が殺到する。というい
いスパイラルに入っていけるかという事です。
ではどういう人を誘っていくのか。という事に
ついてＲＩ会長（前年度のイアン・ライズリー）
がスピーチをして居りますのでご覧下さい。
（ＭｙＲｏｔａｒｙでご覧になれます）
「これからのロータリーは多様な職業人、多様
な世代から男女を問わず増強し、量と質を両立
するクラブを目指そう」というようなスピーチ
です。２０１６年ＲＩ規定審議会で様々な変革
がされました。クラブの在り方、会員資格を各
クラブの裁量に任せる。毎週の例会がロータリ
ーの特徴ですが月２回でいい事に変わりました。
若い人に毎週出席は大変です、ライオンズは月
２回です、だからライオンズに入ります。とい
う声がありました。
会員資格についてもより柔軟性を持って各クラ
ブの裁量に任せる。多様な職業人、多様な世代、
特に男女問わずとい事です。
誕
会
員
齋藤孝之輔
１
石丸
進
９
星野 義男 １０
加藤
實 １０
福岡 信行 ２１
梨本 文也 ２１
笹原 壯玄 ２５
西村
護 ２７
青木 省一 ３１

北ＲＣも女性会員がいらっしゃいますが、地区
平均では僅か６％､世界の平均は２２％です。
しかしＲＩ会長は「世界の人口の半分は女性な
のにまだ 5 人に１人」目を向ければもっと会員
増強ができる、より若い世代が入って来ること
によってロータリーそのものも変わることがで
きる。とＲＩ会長はおっしゃっています。
今年度のバリー・ラシン会長は「多様性を受入
れる事がこれからのロータリーにはとても大事。
地域を代表して地域を変えていく」という考え
です。
ＲＩが言っていることに盲目的に従うのではな
くクラブのことはクラブが決める。ただ会員の
総意をどれだけ知っているのか。
「会長が言った
からこうだ」というのは組織のいいところでも
ありますが、クラブによっては「会員増強例会」
として全員で会員増強について議論をしている
所もあります。偶には全員で、どういう形で進
めて行くか議論しあう。女性会員を未だに受入
れていないクラブがありますが、本当に会員の
総意でクラブの決定事項として受入れていない
のかは疑問です。
今までの慣習、先輩会員の目が恐くて誘えない
という事かもしれません。
クラブのあるべき姿を全員で考え、確認して進
んで行く事がクラブを強くし活性化し、元気が
出るクラブにできるのではないかと思います。
先日の私共、新潟南ＲＣの例会で、
「実は地区の
委員長として卓話をしてくるので元気な姿を見
せてくれ」と言いましたら「よう」といって手
を上げてくれました。新潟南ＲＣは元気です。
言い辛いですが、会員増強に関しては先頭を行
っていると思います。一緒に三条北ＲＣも進ん
で頂ければと思います。
少々、生意気な口をききましたが、これで終わ
らせてき頂きます。
ご静聴ありがとうございました。

生 日
石川 千鶴
佐藤 弘子
外山 文佳
中原美代子
森
由実
田中 雪江
石川みや子
小林 明美
星野 雪枝

ご夫人
３
６
７
１０
１３
２０
２１
２２
２４
丸山 夏子 ２５

外山

結婚記念日
裕一・文佳

５
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卓話資料
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第３回ゴルフ大会（遠征）7 月 20 日(金)・21 日(土) ボナリ高原ゴルフ倶楽部（福島県）
参加者 13 名（敬称略）：佐藤義英・落合益夫・岡田 健・白倉昌夫・佐藤弘志 ・加藤 實
外山裕一・丸山 勝・坂本勝司・石丸 進・中原尚彦・石川一昭・武田恒夫
１日目（ハンデ戦） 優勝 武田恒夫さん
準優勝 佐藤弘志さん
第３位 丸山 勝さん
※非公式星野メローウッドゴルフ大会２日目（新ペリア戦）
優勝 岡田 健さん
準優勝 丸山 勝さん
第３位 坂本勝司さん

ガバナー月信８月号抜粋
川瀬ガバナー体調不良による休養と支援策のお知らせ
ガバナー支援特別委員会
委員長（副ガバナー）
新保清久(新潟万代ＲＣ)
年度末の 6 月中旬に川瀬ガバナー(当時はガバナーエレクト）から「体調がすぐれず、7 月から始ま
るガバナー就任の自信がない」と当時ガバナーの私に連絡がありました。
その後就任への意欲を示された場面もありましたが、事態は流動的で予断を許さないと考えられま
したので、ガバナー不在になる場合に想定されるいろいろな問題に対処するために、危機管理とし
て※ガバナー支援特別委員会を 6 月 22 日立ち上げて、７名の委員の就任手続を取った上で直ちに
活動を開始しました。
年度最終日の 6 月 30 日に開催された地区諮問委員会で現況とガバナー支援策を報告し、出席者全
員から川瀬年度の地区運営に全面的なご協力を頂くことになりました。
ガバナー支援特別委員会がロータリー日本事務局を通して RI にも確認の上取りまとめた基本的な
支援策は次の通りです。
① クラブ公式訪問は、予定通りの日程でガバナー補佐が行う。
② IM 時にパストガバナー（山本、田中、新保）が代理でガバナー講話を行う。
③ 地区委員会のセミナー、式典は、担当パストガバナーを任命して支援する。
④ 地区の代表は、副ガバナーが務める。
川瀬ガバナーから 7 月 5 日に体調不良により、10 月 5 日まで 3 か月の療養が必要という診断書
と休養届が提出されました。
川瀬ガバナーの一刻も早い復帰を願うとともに、第 2560 地区の運営が滞りなく進みますように地
区のロータリアン全員のご理解と格段のご協力をお願い申し上げます。
以上の通り、簡略ではありますが、ガバナー休養の経緯と支援策について報告します。
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