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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 
皆さん、こんにちは。本日 5 月

28 日(火)当年 43 回目私の会長

挨拶は、早いもので本日を入れ

てあと 5 回となりました。 

さて、令和になって和やかムー

ド一転？今日、令和初の国賓ト

ランプ大統領の日米首脳会談

があります。日米貿易協議トランプ大統領のカ

ードは永田町に吹き始めた解散風。どうなる？

7月の衆参ダブル選挙。日米貿易交渉の行方は。 

それでは、終わりに近づいて来ました。松下幸

之助氏の第 12 話は昭和 35 年 65 歳の時、輸出

は急速に伸び、130 億円を突破し総生産に占め

る輸出の割合も 6％から 12％に上げました。そ

の後、昭和 39 年東京オリンピックが有り、ま

すます成長するかに思えた日本経済は、昭和

38 年末に加熱した景気を抑制するため、政府

による金融引き締め策が強化されたことで、一

転して景気が急速に後退して行った。この時期 

の電機業界は、過剰な設備投資による借金返済の重荷に苦しみ、加えて主力製品の普及一巡に

よる需要の停滞によって、生き残りをかけた過剰な販売合戦を繰り広げていた。新たなルール

による販売が乱売合戦を生み、家電販売会社をはじめ、一般の小売店の経営は悪化の一途を。

そうした状況の中で松下電器は、全力を挙げて経営体質の改善に取り組んだが、市場の悪化に

抗しきれず、昭和 39 年 11 月期の半期売上は昭和 25 年以来初めて減益減収となった。そして、

松下電器の販売会社や代理店も赤字経営に陥るところが激増した。そうした事態を憂慮した昭

和 39 年松下幸之助(当時会長)69 歳は、実情の把握と現場の声を直接聞くために全国の販売会

社・代理店 170 社の責任者を招いて熱海会議を開催した。この中で順調に収益を上げている会

社はありますかと聞いたところ、170 社のうちわずか 20 数社とういう状況であった。松下電器

に寄せられる苦情や非難に対して、率直に意見を述べたり時には激しい議論が交わされたりし

た。会場全体が騒然となる中、幸之助は苦しかった創業のことを思い出し万感胸に迫る思いで

語り出した。よくよく反省してみると結局は松下電器が悪かったと思う。これからもどうか協

力して下さいと、祈るように訴え、そして絶句した。69 歳の時でした。 
 

幹事報告：松山 浩仁 幹事  

・日韓親善会議 市川委員長より｢第 15回日韓親善会議 2019｣のご案内   

開催日：2019年 9月 28日(土) 会場：仙台国際センター2F大ホール･展示室 

・日本事務局よりロータリーレートについて、6月より 1ドル＝110円（現行 112円） 

例会日２０１９．５. ２８  累計№１５４９ 当年№４３ 

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 

 

本日の行事： 

「ファイヤーサイドミーティング報告会」 

 
◆本 日 の 出 席 ：６０名中２８名   

◆先々週の出席率：６０名中５２名 86.66％ 

(前年同期 92.31％) 

 

◆先週のメークアップ(敬称略) 

23日 加茂 RC 石黒隆夫、石川勝行、岡田 健 

23日 次年度親睦活動委員会  

松山浩仁、石川一昭、坂内康男

本田芳久、斎藤良行、梨本文也 

25日 第 4分区 AG会  米山忠俊 

 

 ＊本日の配布書類等 

 ・週報№1548 

 ・ガバナー月信５月号(閲覧) 

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  FAX 0256-35-7488 

ＨＰ：http://www.sanjo-nrc.org 
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・新保清久 副ガバナーより「川瀬/新保年度各表彰推薦のお願い」 

表彰対象期間：2018年 7月 1日～2019年 6月 30日 

各種ガバナー表彰・ロータリー財団・米山記念奨学会寄付報告 

・2019-20年度 大谷光夫 ガバナーより「青少年奉仕関連合同会議のご案内」 

日時：７月６日(土)11：30～ 場所：上越市 やすね 

・2019-20年度 第４分区 三本進一 ガバナー補佐より 

「公式訪問・事前訪問・クラブ協議会の日程について」 

     9月 17日(火) 事前訪問・クラブ協議会 

10月 1日(火) 公式訪問 

「第４分区ＡＧ会の御礼」 

 

 

 

 

羽賀 一真君 今日はＲ財団の委員長、副委員長、委員全員欠席なので 5番のピンポン球を

引いて、委員長席しか空いていなくて、座った羽賀がなぜか財団読み上げと

なりました。 

外山 裕一君 ＢＯＸに協力。 

星野 義男君 財団に協力!! 

 

 

 

大野 新吉君 銃の乱射はありませんが、刃物の殺傷事件が又々報道されています。数少な

い日本の宝の命を奪うなど許せませんし、気の毒でなりません。平穏な日々

が続く令和であって欲しいのもです。 

高橋 彰雄君 協力致します。 

森   宏君 ファイヤーサイドミーティングの報告をさせて頂きます。 

 

 

 

米山 忠俊君 先週土曜日に第四分区ＡＧ会に出席してきました。 

次年度ＡＧの見附ＲＣの三本進一さんを囲んでの研修報告がありました。 

森   宏君 今朝の事件には心が痛みます。 

渋谷 義徳君 競馬日本ダービー勝馬投票券を当てました。運河ついてきたようです。 

心ばかりのおすそ分けです。 

岡田  健君 久しぶりの例会参加です。 

外山 裕一君 ＢＯＸに協力 

 

本日の行事：「ファイヤーサイドミーティング報告会」 
 

5 月 16 日(木) 22 名 (餞心亭 おゝ乃)  

羽賀 一真 会員 
みなさんこんにちは。次年度幹事

の羽賀です。 

先日 3 日間にわたり開催された

ファイヤーサイドミーティング

について、ご報告いたします。 

本来、今日の例会時の報告は一般会員が行なう

のですが、1 日目の報告予定だった人が急用で

欠席のため、急きょ次年度幹事の私羽賀が報告

することになりました。 

まずもって、すでにご案内の通り、長年「家庭

会合」という名称で行なわれてきたこの会議の

名称変更についてです。私も入会してまだ 7～8

年ですが、入会当初は毎年 5 月に宴会場で行な

われる会議の名称がなぜ家庭会合という名称な

のか、意味が分からず困惑しました。最近の新

入会員のかたも同様に困惑すると懸念されるた

め先日の理事会で名称変更の協議がされました。 

RI発祥のファイヤーサイドミーティングの趣旨

は、普段の例会時や懇親会または理事会などの

会議では、各クラブ運営について一般会員が自

由に意見交換する機会がないので、ロータリー

会員の家庭に集まり、炉辺・暖炉を囲んで、酒

米山奨学ボックス：２８日現在累計１,３３６,０００円 

ロータリー財団ボックス：２８日現在累計 ２７８,０００

円 

ス マ イ ル ボ ッ ク ス：２８日現在累計 ８８２,０００

円 
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食を交えて忌憚なく意見を交換する場を設ける

ことです。ファイヤーサイドミーティングの日

本語訳は各クラブによってそれぞれですが、当

クラブは設立当初の頃から家庭会合と言う名称

で行なわれ、本当に家族も参加し、和やかな雰

囲気の中で会議や懇親会が行なわれてきたそう

です。 

ところが、少人数のクラブならまだ一般家庭で

行なうことも可能かもしれませんが、幸いか、

あいにくか、三条北ロータリーは比較的多人数

のため、20 人前後の人数をそれぞれ 3～4 日間

にもわたって、受け入れてくれるところは、最

近の家庭事情を考えても、残念ながら現実的に

は無理であり、ここ最近ずっと家庭会合を宴会

場で開催せざるを得ない状態が続いてきました。

そのため、5月の理事会で RI本来の名称である

ファイヤーサイドミーティング（FSM）に名称変

更することが承認されました。家庭会合を宴会

場で開催するのは名称に合致しないが、ファイ

ヤーサイドミーティングという名称であれば家

庭でも宴会場でも開催できるので、今後も受け

入れてくださる一般家庭があれば、お願いして

もよいと思います。 

それでは先日開催された FSM の具体的な報告を

いたします。次年度幹事の私羽賀は 3 日目の

5/20（月）は出張のため欠席したので、1 日目

と 2 日目について、自分で作成した議事録をも

とに報告いたします。 

5/16（月）餞心亭おゝ乃 議事録           

1.会長方針 外山裕一会長エレクトより 発表

がありました。 

2.クラブ運営について 例年のような各委員会

への紙資料は配布されず、外山会長エレクトよ

り直接口頭で次年度委員長へ具体的な依頼がさ

れました。 

3.各委員の意見交換 1 日目は次年度会長幹事

も不慣れなため、一般会員からの積極的な意見

を引き出すことはできませんでした。 

4.その他 特にありませんでした。 

5/17（火）魚長  議事録                        

1.および 2.については前日と同内容 

3.各委員の意見交換 次年度委員長を中心に、

出席者から、2 日目は次年度会長幹事も会議の

運営に慣れてきたため、この日は、各出席者か

ら、活発な意見が出されました。 

・例会時の席決めピンポン玉くじの不公平性の

問題点など新会員への説明不足の問題点など。 

・誕生日や結婚記念日に例会出席者だけ徴収さ

れ欠席者は徴収されない不公平性の問題など。 

・米山奨学金は日本が戦争で敗戦した後、特に

近隣国との友好理解のためであるという説明。 

・スマイル BOX の使途である社会奉仕事業を早

目に決めてアピールしてもらいたい。 

・スマイル BOX は 1 年間の 1 人当たり目標額を

決めたらどうかなど。 

4.その他 特にありませんでした。 

一般会員のみなさんから出された意見は、聞き

っぱなしではなく、できるだけ具体的に採用し

たり改善したりしていくべきなので、次年度会

長幹事はそのように努めてまいります。 

貴重なご意見ありがとうございました。 

また、毎年 6 月第 1 火曜日は、各委員会の事業

計画と予算の提出期限です。今年は 6/4（火）

が提出期限ですので、まだの委員長は、提出期

限までに、必要に応じて次年度委員会を開催し、

ご提出をお願いします。 

 

5月 17日(金) 16名 (魚 長) 

松山 浩仁 会員 
今年度幹事、次年度親睦委員長を

務めます松山です。次年度の親睦

委員会最初の仕事は今年度の会長・幹事・SAA

の慰労会を企画する事です。つまり私は自分の

慰労会を自分で企画するという図式ですので全

精力と予算を慰労会に注ごうと思っています。 

去る 5月 17日金曜日、メンバーの魚長さんにお

いて 2 回目のファイヤーサイドミーティング

（家庭会合）が開催されました。 

出席者は外山会長、羽賀幹事はじめクラブ奉仕

B 斎藤委員長、出席の武田委員長、親睦は委員

長の私と坂内さん、本田さん、中山さん、プロ

グラムからは中原委員長、浅野副委員長と佐藤

弘志さん、スマイル BOX は花井委員長と早川さ

ん、石川勝行さん、米山奨学の石黒委員長、そ

して職業奉仕からは田口委員長の 16 名が参加

して開催されました。 

冒頭外山会長から 

「ロータリークラブでより多くの仲間作りを！」

という次年度テーマのもと 

１、職業奉仕を基盤に活動をしていく 

２、社会奉仕活動も積極的に行う 

３、退会防止を含めた会員増強を目指す 

という三つの会長方針とその説明がなされその

後出席者全員から次年度の抱負や活発な意見が

交わされました。出席委員会からはモチベーシ

ョンを上げて出席率の向上を、プログラム委員

会は第一例会の外部卓話を避けて心に残るよう

な卓話を、スマイル BOX は積極的に集めます、
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職業奉仕は会員の移動例会を等々、後に会長・

幹事からは三日間で一番熱い会議になったと聞

いております。そんな色んな意見が出ましたが

とどのつまり斎藤委員長から「楽しくなければ

ロータリーじゃない」という意見に要約されま

した。楽しくないから例会に出ない、すると出

席率が低下する、BOX が集まらない、資金がな

いから思うような事業が出来ない、つまらない、

例会に出ないという負のスパイラルとなりいず

れ退会ということになりかねません。そしてそ

のロータリーを楽しくするのは親睦委員会だ！

みたいな雲行きになってきて非常に重責を感じ

ております。という事で次年度親睦委員会は「楽

しくなければロータリーじゃない！」をモット

ーとし楽しい企画を沢山考えて行きたいと思い

ます。 

その後石黒ノミニーの乾杯で魚長さんの美味し

い料理とお酒を頂きながら更なる懇親を深め最

後は早川さんの締めでお開きとなり先ずは楽し

いファイヤーサイドミーティングとなりました。 

5月 20日(月) 15名(三条ロイヤルホテル) 

森 宏 会員 
5月 20日月曜日、三条ロイヤル

ホテルにて行われました。 

職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、

ロータリー財団、米山奨学、青少

年ライラ、スマイルボックスの

各委員会のうち、委員長が出席したのは国際奉

仕、社会奉仕、青少年ライラのみで、他はいず

れも各副委員長から、異口同音に委員長の方針

に従って、という施政方針演説がございました。 

国際奉仕は渋谷義徳委員長から、ハワイで開催

される 2020 年のロータリ国際大会の説明があ

り、韓国の時は一人 3 万円ｘ3 人の補助があり

ましたので、同様にお願いしたいこと、9 月に

は国際奉仕月間の例会があること、ロータリー

財団、米山奨学委員会とも協力してやっていき

たい、との表明がありました。 

青少年ライラは齋藤孝之輔委員長から、副委員

長の星野義男さんの富士印刷さんからだけでな

く、自分の所からもライラ研修に人を出したい、

という所信表明がございました。 

そして社会奉仕委員会としては、秋の社会奉仕

事業講演会の講師選定について、佐藤義英委員

提案を報告しました。事業成功のためにはスマ

イルボックスの更なるご協力を要請致します、

という外山裕一会長エレクトの力強い宣言をい

ただきました。 

番外として、1 年間休会中ですが、と言いなが

ら石川一昭さんが出席され、すべての委員会の

報告に、豊富な経験に裏打ちされたアドバイス

をいただけて、大変有意義なミーティングとな

りました。 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 員 

渕岡  茂  ２ 

本田 芳久  ３ 

本間建雄美  ９ 

石川 勝行 １３ 

柄沢 憲司 ２５ 

樋口  勤 ２５ 

佐藤 弘志 ２６ 

高橋 研一 ２８ 

ご夫人 

坂本 敏子  ７ 

吉田由美子 １３ 

白倉 満江 １６ 

佐藤 君子 ２８ 

結婚記念日 

斎藤 良行・ことみ  ４ 

田中耕太郎・雪 江  ５ 

岡田  健・美代子  ６ 

福岡 信行・則 子  ６ 

６月のお祝い 


