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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 

本日、11月 6日(火)第 15回目

の例会挨拶をさせていただきま

す。 

「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

本日の卓話、ご苦労様です。 

よろしくお願いします。 

10月 23日魚長さんで行われま

した社会奉仕事業の野沢香苗さんの二胡演奏会の

反省慰労会の件で、当日来場された方からもお褒

めの言葉をいただきましたが、慰労会の席でも渋

谷前会長からも、お褒めいただきとても感謝しま

す。ありがとうございます。 

10月27日(土)ホテルニューオータニ長岡で行われ

た長岡東ロータリークラブ創立 60周年記念祝賀会

の内容について少し話させていただきます。三条

からは各ロータリークラブ 2名ずつの参加で 8名

参加してきました。長岡東ロータリークラブは

1559年創立チャーターメンバーは 29名でした。創

立当時の第 1回目レコード大賞は水原弘さんの黒

い花びらでした。今年でそのレコード大賞も 60回

となるそうです。 

記念講演の演題は、歴史が語る「日本の経営」～

その進化と試練～について由井常彦先生より話さ

れ、その後来賓のごあいさつ、長岡東ロータリー

クラブ会長岸伸彦さんのごあいさつと点鐘で記念

式典を終わりました。その後、祝賀会でのアトラ

クションは今人気の長岡市出身の歌手、中澤卓也

さんのすばらし歌を聞きながらの祝賀会でした。

とても満足でした。 

 

米山奨学金贈与 

メディナ  コントレラス,ダニエル君 

 

 

 

 

例会日２０１８．１１．６  累計№１５２２ 当年№１６ 

本日の行事：「ロータリー財団月間」 

 
◆本日の出席：６３名中２９名    

◆先々週の出席率：６３名中５３名 84.12％ 

          （前年同期 80.00％） 

◆本日のゲスト 

ロータリー財団委員会  

奨学金副委員長 吉井直樹 様 

◆本日のビジター 

 新潟東ＲＣ 鈴木龍雄さん 

 三 条ＲＣ 松永一義さん 

◆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 

 

◆今週のメークアップ(敬称略) 

２５日三条東ＲＣ 石川友意、山崎 勲 

岡田 健、田中耕太郎、石川勝行 

２５日第５回ゴルフ大会 １９名 

２７日長岡東ＲＣ６０周年式典  

高橋研一、松山浩仁 

１１月１日燕ＲＣ  

岡田 健、加藤 實、本間建雄美 

１日加茂ＲＣ 岡田 健 

４日五十嵐川クリーン １０名 

５日三条南ＲＣ 高橋彰雄、樋口勤、山崎勲 

 

◆３０日の記帳受付(敬称略) 

三条 RC  小越憲泰、石橋育於、菊池 渉 

丸山行彦、衛藤泰男、加藤紋次郎 

山田富義、神子島正樹、相場弘介 

小林敏信 

三条南 RC 星野健司、野島廣一郎、太田義人 

広岡豊樹、吉沢栄一、佐々木常行 

三条東 RC 神山良平、小林昭雄、栗山正男 

 

＊本日の配布書類等 

 ・週報№1521 

 ・地区大会参加者日程案内 

・ロータリーの友１１月号   

  

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：羽賀一真 副幹事            
・高田東ロータリークラブより「創立 50周年記念式典のご案内」 

日時：2019年 4月 14日(日)14：15～ 会場：デュオ・セレッソ 

・長岡東ロータリークラブより 

 「創立 60周年記念式典ご臨席の御礼」 

・直江津ロータリークラブより 

 「創立 60周年記念紙」送付の案内 受付においてあります。 

・分水ロータリークラブより 

  「ベトナムの風に吹かれて」上映会及び小松みゆき(原作)トークショーご案内 

・地区事務所より 「バギオだより」が届いております。 

・三条ローターアクトクラブより 「12月第一例会」案内  

日時：12月 6日(木)19：30～21：00 場所：三条・燕地域リサーチコア 4F 

・公益財団法人新潟県臓器移植推進財団より 「賛助会員ご加入及び寄付金のお願い」 

・中條耕太郎様より 中條パストガバナーお別れ会参列の御礼が届いています。 

・三条ロータリークラブ五十嵐昭一会員の葬儀の際に弔電を送ったことに対するお礼。 

・「三条市青少年育成市民会議だより第 12号」送付について 

・松山幹事の父上がお亡くなりになりました。 

  お通夜 11月 8日(木)午後 7：00～ 会場：ＶＩＰシティーホール県央 

  葬儀  11月 9日(金)午前 10：00～ 

 

理事会報告：臨時(書面) 平成３０年１０月２３日（火）発信 

回答数：１２/１６ 

協議事項 1.新会員候補の件  承認 

        ７名を会員に文書で選考問い合わせをする。 

 

理事会報告：第５回 平成３０年１１月６日（火）11：30～12：30 於：三条ロイヤルホテル 

出席者：高橋研一、早川瀧雄、武田恒夫、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１３/１６(内委任状５名) 

協議事項 1.2018-2020 年度地区役員推挙の件 承認  

高橋会長・外山会長エレクトに一任 

2.社会奉仕事業二胡演奏会決算報告 承認 

3.社会奉仕事業反省慰労会決算報告（夜例会）  承認 

4.グローバル補助金プロジェクト協力依頼の件  承認  

協力は今年度はできない。 

5.12 月理事役員会開催の件     承認 

12 月 11 日 11：30～開催 

6.クリスマスパーティー企画案    承認 

  日時：12 月 18 日(火)  場所：餞心亭 おゝ乃  他詳細は委員会に一任 

7.会員増強の現状報告  承認 

8.事務局員社会保険加入の件  承認 

 

三条ロータリークラブ 松永一義さん 

お詫びと御礼とお願いの 3つで参りました。本来なら川瀬ガバナーがガバナー公

式訪問にお伺いする予定を、久住ガバナー補佐にお願いをしてこの半年、またこ

れからもずっと回っていただきます。皆様が期待されているガバナーの講話がで

きなくなって申し訳なく思っております。誠に申し訳ございません。それから、
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地区大会が始まります。皆様のご登録をいただき、地区大会実行委員長からも御礼を申してこいと

言われて参りました。10日.11日と地区大会が開催されますが、1,000人以上の大会になりますので

市内 3 クラブの皆様からのご協力とお力添えがないと運営できません。ご協力を心からお願いをし

て挨拶とさせていただきます。 

地区大会実行委員会より  

11日の地区大会終了後、慰労懇親会の案内が来ております。是非皆さんの参加をお願いします。 

委員会報告 

雑誌委員会 浅野潤一郎副委員長 

石川委員長の代行で普段あまりロータリーの友を愛読していないもので、何をどのように

お話してよいのか分からないまま、一通りざっくりと目を通しました。その中でお医者さ

んの話がありました。ちょっと私の思ったことを聞いてもらいます。友愛の広場の中に日

本のお医者さんの感想がありますので読んでもらえるとありがたいです。家族が亡くなる

ときに、お医者さんの方から何人かすぐ来てくださいと呼んだそうです。その内容を見て、

私は 20年前の自分の親父のことを思い出しました。 

というのは、おふくろにお医者さんから「息子さん来てください。話があります。」と言われました

が、私には大事な商談があって、おふくろに代わりを頼みました。そうしましたら、「息子さんはど

うして来ないんだ。」と怪訝な顔をされてたそうです。私としてはまだいいだろうと軽い気持ちでし

た。ところがその後あっという間に逝ってしまいました。今更ながら後悔の念で、思い出しました。

皆さんもさっと見ていただければ、何かしら思い当たることもあるかもしれませんので、私が言う

のもおかしいのですが、お勧めします。以上です。 

 

職業奉仕委員会 羽賀一真委員長 

11月 20日柏崎原発見学がございます。参加者 33名の方、くれぐれも身分証明書をお忘れ

なきようお願いします。お忘れになると折角の機会ですが原子炉建屋に入れなくなります。

三条ロイヤルホテルに 10：50 集合、バスで出発します。忘れ物・遅刻のない様お願いし

ます。また、他のクラブさんにも柏崎原発は見学できるということをアピールしてほしい

ということであります。原発賛否ありますが反対であっても是非見てもらいたいと思いま

す。 

 

 

 

 

岡田  健君 目の前にＢＯＸがありました。吉井さんの卓話楽しみにして居ります。 

佐藤 弘志君 ロータリー財団吉井様ご苦労様です。 

渡辺  徹君 11月はロータリー財団月間です。吉井様、本日はよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

佐藤 秀一君 今年もあと 2ケ月、カゼなど引かない様に！ 

星野 義男君 森先生に協力。 

花井 知之君 協力します。 

中原 尚彦君 米山奨学に協力します。 

森   宏君 久々の昼例会、待ち遠しかったです。 

 

米山奨学ボックス：６日現在累計１６９,０００円 

ロータリー財団ボックス：６日現在累計７２,０００円 
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三条ＲＣ 松永一義君 間近になりました。地区地大会、皆様のお力をお願いいたします。 

三条ＲＣ 吉井直樹君 本日は卓話の時間をいただきありがとうございます。 

宜しくお願い致します。 

佐藤 義英君 三条ＲＣ松永会長・吉井ロータリー財団委員長、本日は大変ご苦労様です!! 

本間建雄美君 この休日、四万温泉へ行ってきました。紅葉に温泉に年を感じてきました。 

羽賀 一真君 吉井さん、本日はようこそ。よろしくお願いします。 

齋藤孝之輔君 初ＳＡＡ代理です。ドキドキです。ご協力を！ 

梨木 篤史君 協力します。 

 

今日の行事：「ロータリー財団月間」 

RI第 2560地区ロータリー財団委員会 奨学金副委員長 吉井 直樹 様(三条 RC) 

 

本日はよろしくお願い致しま

す。若輩者の私が地区の財団

のことを話すということは、

大変おこがましいことでござ

いまして、まして同じ三条地

区の皆さんにお話しするとい

うのは、昨日から大変胃の痛い思いをしており

ます。 

財団に出向してまだ２年半しか経っておりませ

んが、出向してるといろんな場面に出くわしま

す。三条北さんからこんな申請が出てるんだ・・

とか。その申請を委員会の中で揉むわけですが

これはどういう内容でとか、条件が整っている

のかとか審査があります。その審査にも立ち会

うことがあります。こんなに真剣に審査してい

るんだなと、委員会にいるとみることができま

す。貴重な経験ができたと思います。先ほどさ

らっと流しておられましたが、次年度の大谷年

度にかけて、財団委員を出してもらいたいと来

ているそうです。会長・次年度会長一任となっ

たようにお聞きしましたので、委員会へは北さ

んは前向きに考えていただいてますよと持ち帰

りたいと思います。財団委員になると、非常に

勉強になりますし、申請した際にそのクラブ委

員がいるのと、いないのとでは情報の伝わり方

が早いということもありますので、是非、委員

を出していただきたいと思います。私がこうし

て出向しているのも、ロータリーは「はい」か

「いいえ」しかないと言われてますので、行か

ざるを得なったのが現状であります。皆様もお

声がけがあったときには、喜んで財団へ行くと

言っていただけたら私もありがたいと思ってま

すのでよろしくお願いします。 

 

今月は財団月間ということで、委員があちこち

押しかけメーキャップ、無理やりメーキャップ

に行って寄付をお願いして来いというような役

割も言われてまして、私もあと４クラブ程お邪

魔することになっております。是非とも財団の

ご寄付をお願いいたします。 

年次目標につきましては後程出てきますので、

無事クリアしていただけるように財団委員長も

含めてよろしくお願いします。 

 

組織と仕組みの内容 

ロータリー財団は、ロータリー本体組織とは分

離した組織であります。 

日本からは管理委員会に北清司氏が 18-19 年度

で出向しておられます。 

以前、中條さんが活躍されていたころはロータ

リー財団委員会は、多くの小委員会に分かれて

いたと聞きます。2017-18 年度の委員会を統廃

合されまして、8 つあった委員会は 5 つになり

ました。その前は 10くらいあったとお聞きして

おります。効率化され私がいるのはＶＴＴ委員

会と奨学金委員会の 2 つを合わせて行っている

という形になります。ＶＴＴというのは昔のＧ

ＳＥ職業奉仕派遣のことです。ここしばらくは

活動が無かったのですが、今年度は新潟クラブ

が提唱でＶＴＴが復活しております。この地区

スマイルボックス：６日現在累計２５３,０００円 
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での初めてのＶＴＴとなります。川瀬年度の財

団委員会方針としては 3つ挙げています。 

今日このようにロータリークラブさんにお邪魔

してしっかりとお話しする。補助金を有効に活

用しましょう。各クラブさんに寄付をお願いし

て回る。といったことを挙げています。 

ロータリーカードの促進ということで、毎年お

願いしていると思いますが、ロータリーカード

というものがございまして、それを使用するこ

とによって 0.5％が財団に寄付されるというも

のです。一人でも多くの人に入ってもらいたい

と思っております。ゴールドと普通カードがあ

りまして、普通カードの場合は会費無料でござ

います。可能であればＥＴＣカードも作ってい

ただいて会社やご自身のお車で使っていただけ

れば、スムーズにロータリー財団の方に寄付が

されるという仕組みなっております。是非ご活

用いただきたいと思います。 

ロータリアンからの寄付がどのように使われて

いるのか、非常に分かりにくい部分であります。

今年寄付した分は、今年使用できるわけでは決

してございません。3 年前の寄付いただいたも

のが今年、川瀬年度で使えます。年次基金が 3

年間運用されて年次資金になるということであ

ります。恒久基金は指定して寄付する部分であ

りますが、これは運用益のみを年次プログラム

の活動資金に充てるというものであります。使

途指定基金はポリオ撲滅プログラムがこれに当

たります。これは今年の分は今年直ちに使うと

いうことになっております。財団の本部で 3 年

間運用した基金を年次プログラム活動基金とし

て使うわけでありますが、3 年前の基金の 50％

をＤＤＦ、もう 50％をＷＦとして使うように分

けられております。ＤＤＦとは地区でいろんな

事業を行う補助金として扱える資金になります。

ＤＤＦはさらに分けられまして、地区補助金と

グローバル補助金に分けられます。地区補助金

は地区の委員会で、ある程度のルールのもと申

請していただくもので、グローバル補助金につ

きましてはグローバルの要件に当てはまったも

のとなります。グローバル補助金はどちらかと

いうと大きな事業をやるときに、国際的なつな

がりを持って行うというものであります。例え

ば、ハワイのＲＣさんが、タイにＡＥＤを送ろ

うというものがありまして、その事業に各国の

いくつかのロータリークラブさんが参加して、

1,000 万円くらいの事業でしたが、グローバル

補助金が出されたという事例がございました。 
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地区補助金につきましては、三条北クラブさん

はよく使われておりますので非常によく熟知さ

れていることと思います。三条ロータリークラ

ブよりもずっと進んでおられ理解されている部

分だと思います。これにつきましても基本がご

ざいまして、継続事業には使えない、物を寄付

する事業については適用外になっております。

そういったところを地区では非常に厳しく審査

しております。大事なのは春先にあります補助

金セミナーの出席。これに会長さんとクラブの

財団委員長さんもしくは代わりの方から必ず出

席してもらい、最後までしっかりと聞いてもら

うことが大事になります。もう一つはクラブの

覚書を必ず提出してもらうことであります。後

から出しますとか、今回は都合がつきませんと

いったことになると、その時点でアウトになり

ます。その年の申請は不可になりますのでお気

を付けください。 

グローバル補助金についてはハードルが高く、

ここで説明していると時間が無くなりますので

割愛させていただきます。世界を巻き込んで人

道的なしかも、6 つの重点分野に合致した事業

でなければなりません。 

川瀬年度の実際の予算は先程言ったように 3 年

間の運用で変わってきますので、3 年前の山本

年度寄付実績で決まってきます。逆に言うと今

年皆さんに集めていただいた寄付金は 3 年後の

ガバナー年度の予算になりますので、今知らね

ーよということではなく、未来投資に是非とも

多く集めていきたいと思っております。実際の

ところ 2018年 11月現在の 85,147ドル今のとこ

ろ予算がまだあります。ただし、今年度地区補

助金に関しましては締め切っておりますので申

請できません。グローバル補助金は随時であり

ますので、グローバル補助金を使っての事業は

まだ可能であります。 

川瀬年度の地区補助金分の分配額はここに表示

されておりますが、三条北クラブさんの二胡演

奏会につきましても、補助金をご活用いただき

まして誠にありがとうございました。実際のと

ころ寄付を集めて補助金の活用がないというと

ころが一番恥ずかしいところでございますので、

是非とも集めていただいた以上は使っていただ

くというのが大事になってきますので、来年度

に向けて事業計画を立てていただけたらと、地

区の財団委員会としましてもお願いするところ

でございます。 

川瀬年度では地区補助金を使ってドイツに 1 名、

分水から新潟高校に進まれ国際基督教大学に進

学された非常に優秀な方に奨学金を支給して派

遣されております。この奨学金につきましては、

返還の必要のないものでございます。150万円
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ほどの支給になっております。来月に入りますと

奨学生の説明会がございます。皆さんのお知り合

いの中で留学を希望されているような方がござい

ましたら、説明会があるよと話してもらい、受け

取る受け取らない、申請するしないは別として興

味のある方に声をかけてもらいたいと思います。

12 月 8 日新潟市で実施しております。ただし、皆

様方のご子息は対象外でございます。ロータリア

ン関係のご子息は奨学金対象には該当しませんの

でお気を付けください。 

 

時間が押しましたが、ポリオの撲滅がまもなく済

みます。皆さんのポリオに対する使途指定基金の

方に是非ともご協力をいただいて、全撲滅にご協

力いただけたらと思っております。川瀬ガバナー

は今不在でございますが、ガバナーの当初の希望

はポリオが撲滅した折には、現代病であります認

知症に優しい社会を築いていきたいというプログ

ラムに移行していきたいという願いがございます。

その前に是非ともポリオを撲滅して、新たなプロ

グラムに進めていきたいというのが全世界の共通

の認識となっておりますのでよろしくお願い致し

ます。 

 最後に、ロータリーカードにつきましては、是非

ともご加入の程よろしくお願い致します。 

皆様のご協力があって財団が成り立っておりま  

すので、ご協力の程お願いいたします。 

本日はありがとうございました。

高橋研一会長    

本日、三条ロータリークラブ松永

会長、ロータリー財団奨学金副委

員長吉井様、新潟東ロータリーク

ラブ鈴木様ご協力大変感謝してお

ります。ありがとうございました。

11 月 10 日 11 日地区大会の大成功を会員としてお

祈りいたしておりますので頑張ってください。 
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第５回(ファイナル)ゴルフ大会 １０月２５日(木)於：ノーブルウッドゴルフ倶楽部  

(敬称略) 

参加者：佐藤義英、米山忠俊、青木省一、丸山 勝、坂本勝司、岡田大介、石丸 進、石川一昭 

今井克義、白倉昌夫、外山晴一、坂内康男、中原尚彦、落合益夫、花井知之、渋谷義徳 

田口実仁佳、坂内康男、樋口 勤 

 

 

 

 

 

 

優 勝：佐藤義英  

準優勝：石川一昭  

三 位：米山忠俊 

 

五十嵐川クリーン作戦 １１月４日(日)       (敬称略) 

参加者：浅間一洋、石川友意、小林繁男、佐藤秀一、佐藤弘志、渋谷義徳 

福岡信行、山中 正、吉田文彦、羽賀一真とお子様、 

 

 

 

 

 


