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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 

みなさんこんばんは 

本日 10月 23日(火)第 14回例

会挨拶をさせていただきます。

社会奉仕事業反省慰労会なの

で、その内容にふれてみたい

と思います。 

野沢香苗さんの演奏会は10月

18日(木)の 19：00開演しました。皆様が心配して

いた入場者も会場にあふれんばかりの大盛況で盛

り上がり席もなくなり、立見や通路に案内するほ

どでした。この企画をされた社会奉仕委員長はじ

め皆様のご協力で大成功したと思います。 

その後の打上げパーティーで演奏者 3 名の方と楽

しいお話をして終わりました。 

今回とても素晴らしいことがありました。来場者の

方から「三条北ロータリークラブは素晴らしい！ 

三条市民をこんなに楽しませてくださってとても良かった。是非今後も続けて欲しい。」と言われ、 

私達クラブはとても良い事をしている事を実感しました。ギターを弾いていただいた渡辺具義さん 

より、「昨日はお世話になりました。またとても有意義な時間を過ごさせて頂きました。本当にあり

がとうございました！今後とも何卒よろしくお願い致します。」とのお礼のメールをいただきました。 

最後に、今回のコンサートにおいてご活躍いただいた田口実仁佳さんと渡辺はま子さんには、とて

も感謝しております。そして、夜の野外駐車場誘導をされた佐藤義英さん・渕岡茂さん・田中耕太

郎さん・梨木篤史さん、大変ご苦労さまでした。本当に会員の皆様のご協力をいただきました。そ

して、森宏さんより病院の駐車場をお貸しいただき、会長として頭の下がる思いです。ロータリア

ンの皆様、本当にありがとうございました。 

先回の挨拶で白倉昌夫会員の検査入院の件を話しましたが誤報でした事を、皆様にお詫びし訂正報

告したいと思います。終わります。 

幹事報告：松山浩仁幹事             

・川瀬ガバナー事務所より 

   川瀬年度 第 10 回ガバナースタッフ会議開催のお知らせ 

日時：11 月 7 日(水) 13：45～15：00 会場：三条信用金庫本店 中会議室 

   川瀬年度クラブ会長 会長会のお知らせ 

日時：11 月 11 日(日) 11：50～12：40 会場：メッセピア 5Ｆ 総合研修室① 

・ＲＩ会長より  世界ポリオデー活動について 

・地区事務所より 大谷ガバナー年度 地区委員推挙のお願い 

・2018-19 年度 久住ガバナー補佐より 「2018-19 年度 ガバナー公式訪問について」 

・三条ローターアクトクラブ「11 月第二例会」のご案内   

例会日２０１８．１０．２３  累計№１５２１ 当年№１５ 

本日の行事：社会奉仕事業： 

二胡演奏会反省慰労会 

 
◆本日の出席：６３名中３８名(内記帳１０名)    

◆先々週の出席率：６３名中４９名 77.77％ 

          （前年同期 78.46％） 

◆本日の記帳(敬称略) 

三条ＲＣ 中村和彦、渡辺勝利、加藤紋次郎 

木村文夫、中林順一、斎藤弘文 

三条南ＲＣ 西潟精一、佐々木常行、坂本洋司 

吉沢栄一 

三条東ＲＣ 栗山正男 

 

＊本日の配布書類等 

 ・週報№1519.1520   

  

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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日時：11 月 22 日(木) 19：30～ 会場：三条燕地域リサーチコア 4Ｆ 

懇親会：ごん蔵 燕三条店 21：00～ 

委員会報告：地区大会実行委員会 金子太一郎 副委員長  

三条北ロータリークラブはコホストクラブとしてお手伝いをしますが、具体的にお手

伝いの内容が決まりましたので、皆様にお願いを申し上げたいと思います。土曜日は

約 200名、日曜日は 1,000名の方がお集りになります。そのため、土曜日午後 1：30

から地場産業振興センターにおいて、当クラブより 10 名の方から、翌日のリハーサ

ルと準備をお願いしたいということです。その 10 名の方は日曜日の地区大会に参加

される方の中で、後でお願いしますので、その時はお引受けいただきますようお願い

します。また、当日の 11 日日曜日はちょっと早いのですが、7 時に集合していただきたいと依頼が

来ています。仕事といたしましては、袋詰めやお弁当や飲み物の準備等になります。よろしくお願

いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松山 浩仁君 先日の二胡演奏会は、皆さんの協力で無事成功裡に終える事ができました。 

ご協力ありがとうございました！ 

佐藤 秀一君 二胡コンサートでは、ご協力ありがとうございました。終わってホットしています。 

落合 益夫君 協力します。 

岡田 大介君 親睦委員に感謝!! 

花井 知之君 先日はご苦労様でした。 

中原 尚彦君 みなさん、本日は楽しくお酒を飲みましょう。 

石丸  進君 夜例会ご苦労様です。協力させていただきます。 

梨木 篤史君 夜は寒くなりました。みなさんカゼを引かないよう気をつけましょう！ 

 

本日の行事：「社会奉仕事業：二胡演奏会」反省慰労会 

乾杯の挨拶：渋谷義徳 直前会長 

皆さまお疲れ様でした。今日は二胡演奏会反省慰労会ということですが、何も

二胡演奏を聴かなくとも反省はできますので、肩身の狭い思いはしないでゆっ

くりお楽しみいただきたいと思います。先ほど会長がおっしゃった様に、私の

ところにも大勢の方から非常に好評な話を聞いております。ロータリークラブ

というととかく物を寄付するといった形の印象が強い様に思われがちですが、来年も是非このよう

な素晴らしい企画をして欲しいと要望が出ておりました。今回の企画は本当に素晴らしいものであ

りまして、反省することはないようでありますがこれに満足することなく、だんだんハードルが高

くなるようでありますが、来年度も素晴らしい企画を期待します。 

 

社会奉仕委員会 佐藤秀一 委員長 

二年前の地区大会の晩餐会で二胡の演奏がありまして、踊るように弾いている姿

が印象的で覚えておりました。今年度の社会奉仕委員長を仰せつかり、何をしよ

うかと考えたときに野沢さんを思い出し問い合わせてみたところ、一人 50,000

スマイルボックス：２３日現在累計２３４,０００円 

ロータリー財団ボックス：２３日現在累計６９,０００円 

米山奨学ボックス：２３日現在累計１６４,０００円 
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円ほどでやってくれるとのことでした。しかし実際は音響や広告や何やらでお金がかかり、会場は

一番安ところで公民館を借りることになりました。野沢さんとは企画準備の段階から何度もメール

のやり取りをし、野沢さん自身まだまだ二胡演奏だけで生活できる程ではないこともわかりました。

たくさんの方に知ってもらいたいと思って、後日野沢さんにお願いしてＣＤを取り寄せました。そ

の際に付いていたお手紙を紹介します。 

「三条北ロータリークラブの皆様コンサートでは大変お世話になりました。たくさんの方に聴いて

いただいて良い反応を多くいただきとても嬉しかったです。またの機会があることを願っておりま

す。ありがとうございました。」 

皆様、ご協力いただきまして大変ありがとうございました。 

・・・演奏会に参加された会員からは、大変良かったとの感想を多々いただきましたが、三条北ロ

ータリークラブは創立以来、社会奉仕では青少年育成に特化した事業を行ってきたが、今年度はち

ょっと違ったように感じた。次年度以降どのように考えていかれるのかと疑問の声もありました。 

 

 

 

 

誕生日                   

会  員      ご夫人               結婚記念日 

小林 幹扶 １０  佐藤ミチ子  ９  柄沢 憲司・佑子  ３  下村 啓治・宏子 １４ 

石黒 隆夫 １３  落合千鶴子 １６  小林 幹扶・明美  ３  浅野潤一郎・正子 １５ 

佐藤 義英 １８            金子太一郎・節子  ３  羽賀 一真・麻美 １８ 

坂内 康男 １８            青木 省一・征子  ５  白倉 昌夫・満江 ２２ 

丸山  勝 ２６            丸山 正男・夏子 １１  石丸  進・咲子 ２３ 

岡田 大介 ２７            今井 克義・房子 １４                                 

１１月のお祝

い 
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日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３
三条東ＲＣ
卓話 中澤進会員
燕ＲＣ
クラブ休会②
加茂ＲＣ
Ｇ公式訪問

吉田ＲＣ
会員増強全体会
議

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０
三条南ＲＣ
「職場例会」
㈱マルト長谷川工
作所

三条北ＲＣ
「Ｒ財団月間」
地区Ｒ財団委員会
奨学金副委員長
吉井直樹様

三条ＲＣ
「地区大会準備」

三条東ＲＣ
クラブ休会
燕ＲＣ
現況報告書読合せ

加茂ＲＣ
卓話 Ｒ財団委員

吉田ＲＣ
卓話
鈴木重壱ＰＧ

地区大会①
ＲＩ会長代理
ご夫妻歓迎
晩餐会

１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７
地区大会② 三条南ＲＣ

地区大会出席振替
三条北ＲＣ
地区大会振替

三条ＲＣ
地区大会出席振替

三条東ＲＣ
「地区大会報告
会」
燕ＲＣ
Ｇ公式訪問
加茂ＲＣ
「地区大会」報告

吉田ＲＣ
夜例会
時間：19：00～
会場：けやき

米山奨学生
学友会

１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４
三条南ＲＣ
卓話
三条税務署 署長
宇佐田一雄様

三条北ＲＣ
「移動例会」
東京電力㈱

三条ＲＣ
「地区大会報告」
松永一義会長

三条東ＲＣ
「公式訪問事前訪

問」

燕ＲＣ
外部卓話
加茂ＲＣ
休会

勤労感謝の日

２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ 卓話講師
三条南ＲＣ
「公式訪問事前訪問」

第四分区
ガバナー補佐
久住勲夫様

三条北ＲＣ
「公式訪問事前訪問」

第四分区
ガバナー補佐
久住勲夫様

三条ＲＣ
「公式訪問事前訪問」

第四分区
ガバナー補佐
久住勲夫様

三条東ＲＣ
年次総会
燕ＲＣ
会員卓話
加茂ＲＣ
事業報告会

吉田ＲＣ
卓話
地区財団委員
武田 真様

２２日
燕ＲＣ
㈱ウイング
樋山証一様

　１日（木）加茂ＲＣ （加茂市産業センター）
　１日（木）燕ＲＣ （燕三条ワシントンホテル）
　５日（月）三条南ＲＣ （三条信用金庫本店）
　８日（木）三条東ＲＣ （三条ロイヤルホテル）

（記帳受付） １２日（月）三条南ＲＣ （三条信用金庫本店）
１３日（火）三条北ＲＣ （三条ロイヤルホテル）
１４日（水）三条ＲＣ （越前屋ホテル・フロント）
１５日（木）燕ＲＣ （燕三条ワシントンホテル）
１６日（金）吉田ＲＣ （燕市吉田公民館）
２０日（火）三条北ＲＣ （三条ロイヤルホテル）
２０日（火）分水ＲＣ （大栄信用組合本店1Ｆ ）
２２日（木）加茂ＲＣ （加茂市産業センター ）

例会場変更 ＊吉田ＲＣ ２０１８年７月～２０１９年３月　燕市吉田公民館に変更

川瀬ガバナー公式訪問 12月4日(火)

１１月の行事予定（第4分区内ＲＣ）


