例会日 ２０２０．１０．１３

№１６０２

三条北ロータリークラブ週報
ＲＩ：ホルガー・クナーク会長 「ロータリーは機会の扉を開く」
第 2560 地区：佐藤真ガバナー 「ロータリーで良いことをしよう」
三 条 北 RC： 石 黒 隆 夫 会 長 「 親 睦 を 深 め よ う 」
会長：石黒隆夫
●例会日：火曜日

幹事：本田芳久

１２：３０～１３：３０

◆本

日 の 行 事：「佐藤ガバナー公式訪問」

◆本

日 の 出 席：５９名中３８名

◆先々回の出席率：５９名中５２名

88.14％

（前年同期 77.97％）
◆9

月の出席状況：会員数 59 名･例会数４回
平均出席率 82.62％
前 年 同 月 80.68％

◆本 日 の ゲ ス ト：

RI 第 2560 地区ガバナー 佐藤真様(村上岩船 RC)
第 4 分区ガバナー補佐 丸山健様(吉田 RC)
地区幹事

渡邊明紀様(新発田 RC)

◆本日のオブザーバー：

米山記念奨学生 ゴンボ ソロンゴさん
◆本日の記帳受付(敬称略)：

三

条 RC 石橋育於、五十嵐晋三、伊藤寛一
相場弘介

三条南 RC 佐々木常行、西巻克郎、坂本洋司
星野健司、永井篤利、渡辺俊明
三条東 RC 栗山正男、佐藤公信
◆先週のメークアップ(敬称略)：

10/6 地区大会記念ゴルフ大会 １９名
10/8 第７回ゴルフ大会
＊本日の配布書類等
・ガバナー月信９月号(閲覧)
・ガバナーレター Vol.５
・現況報告書
・週報 No.１６０１

１３名

No.

14

ＳＡＡ：中原尚彦

●例会場：三条ロイヤルホテル

℡ 0256-34-8111

・会 長 挨 拶 ： 石 黒 隆 夫 会 長
皆さんこんにちは。とうとうこの日
がやって参りました。佐藤真ガバナー、
丸山健ガバナー補佐、渡邊明紀地区幹
事、本日は過密スケジュールでお忙し
い中、三条北ロータリークラブにお越
しいただき誠にありがとうございました。
大変緊張して気が重いのですが、私が飲食店の
オーナーであれば今日はミシュランの調査員が３名
来られた気分です。星がいくつもらえるかより最後
まで食事を残さず食べていっていただきたいという
気持ちです。この緊張を少しでも減らすために先週
はガバナー公式訪問に関しての勉強会を開催いたし
ました。ガバナーの個人的な情報を共有し一方的に
親睦を深め歴代会長から過去のガバナー公式訪問の
話などをお聞きし心の準備をして本日を迎えました。
そして、大変失礼かと思いますがこのような佐藤ガ
バナーの似顔絵を作成致しました。これは、私から
の指示ではなく会員が自主的に歓迎の意味をもって
作りました。そして、本日の公式訪問を基に来週、第
一回戦略会議を開催する予定です。それでは、ご指
導よろしくお願い致します。
今週の週報北ロータリアンの知らない世界は渕岡
さんです。３２歳でロータリークラブに入会された
事は驚きです。ぜひ在籍５０年表彰を狙っていただ
きたいと思います。

・・幹 事 報 告 ： 本 田 芳 久 幹 事
・佐藤ガバナーより、
｢ガバナーノミニー(2023-24 年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ)候補者
推薦について｣
｢公式訪問御礼｣
・三条ローターアクトクラブより
｢10 月第二例会のご案内｣
日時：10 月 22 日 会場：三条・燕リサーチコア

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
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・・委 員 会 報 告 ：
社会奉仕委員会 福岡信行委員長
五十嵐川クリーン作戦のご案内です。皆様の所には既にメール・ＦＡＸで配信されております。
・日時：11 月 8 日(日) 集合：午前 6 時 45 分 作業：7 時～8 時
・集合場所：後日、参加者へご連絡いたします。
・服装：汚れても良い服装・ゴム手袋か軍手・長靴かスニーカー・マスクも着用
・持物：タオル（お持ちでしたらトング）
・中止判断連絡：雨天の場合は中止です。小雨でも中止。中止の連絡はございませんので
自己判断でよろしくお願いいたします。
皆様の多数の参加をお待ちしております。よろしくお願いします
クラブ会報・雑誌委員会 齋藤孝之輔委員長
今月のロータリーの友について紹介いたします。横 p.5｢祝 日本のロータリー100 周年！｣で
は、今まで 12 回に亘り過去に思いを馳せていただけるような写真の記事のバックナンバー
が載っています。今月はその最終回として p.30 に載っています。p.13｢毎年 10 月は米山月
間です｣を、月間として改めてご覧いただきたいと思います。次に縦 p.4 では(株)セコマ代
表取締役会長の｢地域と共に歩む経営｣セイコーマートのコンビニ経営の手記です。地域に非
常に密着し、地域おこしにつながる経営をされている姿が見て取れ、とても参考になります。
最後に、私が今月号で一番気になったのが、縦 p.18 友愛の広場の中の｢在籍 55 年に思う｣ です。創立当時
のロータリーとしての思いが、現在では随分変わってきたという事が書かれています。私もまだまだ入会
して 3 年という短い期間でしかありませんが、過去の思いとこれからの思いを繋げながらという意味では、
非常に参考になる記事でありました。今月のロータリーの友も楽しみにご覧ください。

ロータリー財団 BOX
１３日現在累計

８０，０００円

１３日現在累計

９１，０００円

米 山 奨 学 BOX
ロータリー財団ＢＯＸ・米山奨学ＢＯＸは、
佐藤ガバナー・丸山ガバナー補佐・渡邊地区幹事を歓迎して会員からたくさんいただきました。

ス マ イ ル

B O X
１３日現在累計

３５３，０００円

佐藤真ガバナー、渡邊明紀地区幹事 本日は三条北ロータリークラブ様への公式訪問に、
楽しみに伺いました。どうぞよろしくお願いいたします。
丸山健ガバナー補佐 本日はお世話になります。
石黒 隆夫 君 佐藤真ガバナー、丸山健ガバナー補佐、渡邊明紀地区幹事。皆様、本日はようこそ三条北
ロータリークラブへ。ご指導の程、よろしくお願い致します。
本田 芳久 君 ｢佐藤真ガバナー公式訪問｣を祝して、ＢＯＸに協力です。
中原 尚彦 君 ｢佐藤真ガバナー公式訪問｣に感謝いたします。本日は、よろしくお願いします。
斎藤 正 君 佐藤ガバナー、渡邊地区幹事、公式訪問にご来訪いただきまして、有難うございます。
ご指導よろしくお願い申し上げます。
米山 忠俊 君 佐藤ガバナー公式訪問、有難うございます。御指導よろしくお願いします。
今井 克義 君 佐藤真ガバナー、御指導よろしくお願い申し上げます。
外山 晴一 君 佐藤ガバナー、丸山ガバナー補佐、渡邊地区幹事、大歓迎です。宜しくご指導下さい。
渕岡 茂 君 佐藤ガバナー、宜しくお願いします。
落合 益夫 君 佐藤ガバナーご指導をよろしくお願いします。
早川 瀧雄 君 佐藤真ガバナー公式訪問を記念して。
吉田 文彦 君 ガバナー公式訪問を歓迎して。
佐藤 弘志 君 佐藤ガバナー御苦労様です。御指導よろしくお願いします。
石川 友意 君 佐藤ガバナー、丸山ガバナー補佐、渡邊地区幹事、米山奨学生 ゴンボソロンゴさんを
歓迎して。
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佐藤 義英 君 地区大会ゴルフ大会、大変お世話になりました。佐藤真ガバナー、よろしく御指導お願い
申し上げます!! 追伸、ドラコン賞をいただきました!!
松山 浩仁 君 佐藤ガバナー、丸山ガバナー補佐、渡邊地区幹事を歓迎して。
高橋 研一 君 佐藤ガバナーの公式訪問ご苦労様です。とても楽しみにしておりました。
外山 裕一 君 佐藤ガバナーようこそ。今日は宜しくお願いします。
梨本 文也 君 佐藤ガバナー歓迎致します。本日はよろしくお願い致します。
渋谷 義徳 君 佐藤真ガバナーの公式訪問を歓迎します。よろしくお願い申し上げます。
大野 新吉 君 佐藤真ガバナーを歓迎して。御指導の程、宜しくお願いします。
武田 恒夫 君 本日は宜しくお願い致します。
齋藤孝之輔君 歓迎します。
本間建雄美君
〃
羽賀 一真 君 佐藤真ガバナーを歓迎して。
佐藤 秀一 君 本日は佐藤ガバナー、北ロータリークラブへようこそ！よろしくお願いします。
石川 勝行 君 佐藤真ガバナー、本日はご指導よろしくお願い申し上げます。
石丸 進 君 佐藤ガバナー、ようこそお出でいただきました。有難うございます。
金子太一郎君 佐藤ガバナー、ようこそいらっしゃいませ。本日はよろしくお願いします。
渡辺 徹 君 本日はよろしくお願い致します。
丸山 勝 君 佐藤ガバナー、三条北クラブ公式訪問ありがとうございます。ご指導お願いします。歓迎。
石川 一昭 君 佐藤ガバナー、丸山ガバナー補佐、渡邊地区幹事、ようこそ北ＲＣへ。
御指導よろしくお願い致します。
坂内 康男 君 佐藤ガバナー、大変ごくろうさまです。
福岡 信行 君 佐藤ガバナーを歓迎して！本日はよろしくお願いいたします。
星野 義男 君
〃
田中耕太郎君
〃
森
宏
君 先週、ゴルフ同好会初優勝、＋バーディーもありましたので、２口。
岡田 大介 君 ようこそ北ＲＣへ。本日はご指導よろしくお願い致します。

・本 日 の 行 事 ： ｢佐藤真ガバナー公式訪問｣
三条北 RC の皆さんこんにちは！
ワー・ホテルが会場です。
ガバナーの佐藤 真です。本日は、 ・国際協議会本会議の様子です。
公式訪問に伺わせていただきま
中央の白髪の紳士が辰野克彦 RI 理事、左が韓国
した。宜しくお願い致します。
のキュン・キム RI 理事です。
これからは、パワーポイントを使
下の写真が本会議の様子です。1,000 人以上が一
用して進めさせて頂きます。
堂に集まる大きな会場です。
【プロフィール】
ここで、ホルガー・クナーク会長のスピーチを右
所属クラブは、村上岩船クラブです。
上の同時通訳器で聞いてきました。
2000 年 12 月 17 日設立入会になります。
・分科会の様子です。
ロータリー歴は 12 月で二十年になります。
モデレーターは、左側が青森の山﨑研修リーダー、
職業分類は、アスファルト舗装です。
右側がお隣山形の鈴木研修リーダーです。ここ
年齢は、1960 年生まれの 60 歳です。
にはいませんが、もう一人東京の水野研修リー
家族については、ロータリーの友 7 月号 P24 をご
ダーにもお世話になりました。
覧ください。
・多国籍の分科会です。
趣味特技は、少林寺拳法、読書、ゴルフ、バイク、
モデレーターはアメリカのキャッシーさん日本
スノーボードです。
人２名にアメリカ人 1 名のローターアクターも
【国際協議会】
参加しています。同時通訳なので、少し時間がか
・今年の、1 月 19～25 日までの 7 日間、アメリカ、
かりますが、世界のロータリアンの考え方の違
カリフォルニア州、サンディエゴにあるマンチェ
いを感じました。
スター・グランドハイアット・サンディエゴホテ ・国際色豊かなパーティーや催しです。
ルで開催された。
上段の左が歓迎レセプション、中央が RI 会長昼
2020 年国際協議会に出席してまいりました。左
食会、右が祭りの夕べで、因みに日本チームは東
の赤いマークがサンディエゴで、右のツインタ
京オリンピック音頭を踊りました。下段の左が
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国際晩餐舞踏会、中央がロータリーファミリー
道を開く！
祝賀夕食会で国際大会開催国台湾の踊り、右が これが、ホルガー・クナーク RI 会長のメッセージです。
グランドマーチというパレードの待機場所で、 【クナーク会長スピーチ】
隣の女性はリトアニアの方です。
それでは、ホルガー・クナーク会長のスピーチをご
・ホルガー・クナーク RI 会長ご夫妻との写真です。 視聴ください。
笑顔の素敵な会長です。手も大きく握手から力強 約 27 分のスピーチを 5 分に編集してありますが、
い思いが伝わってきました。
ご了承願います。
【ロータリーの中核的価値観】
クナーク会長のスピーチはいかがでしたでしょうか！
話は 10 年前に遡りますが、RI 理事会では 2010 年 【RI 会長メッセージ】
の戦略計画の一環として、世界中のロータリアン クナーク会長から公式訪問で伝えるように託され
が共有する重要な価値観として「親睦、高潔性、多 たメッセージがありますのでご紹介します。
様性、奉仕、リーダーシップ」の 5 項目をロータリ １、地区は、新しい革新的なクラブモデルを作る事
ーの中核的価値観として採択しました。
に積局的に取り組みます。そのためには皆さま
ロータリーは国によって異なりますが中核的価値
からのご支援が必要となります。皆様はまた、
観は世界中で共通です。様々な考え方を有する世
衛星クラブや地域者会を基盤とするローター
界のロータリアンの共通認識が打ち出されました。
アクトクラブを立ち上げることで、参加者の基
【ロータリーのビジョン声明】
盤を広げることに貢献できます。
・そして、前年度 RI 会長マーク・ダニエル・マロ ２、すべてのクラブは毎年、少なくとも一回の戦略
ーニー氏は、2024 年度までの 5 年間の戦略計画
会議を開いてください。そして次のことを会員
としてビジョン声明を発表しました。
に問いかけて下さい。「私たちのクラブは 5 年
「私たちは、世界で、地域社会で、そして自分自
後にどのようなクラブになっているべきか、ま
身の中で、持続可能な良い変化を生むために、人
た、このビジョンを達成するためにどのような
びとが手を取り合って行動する世界を目指して
ステップを踏むべきか」「私たちのクラブで、
います」
会員はどのような価値を得ることができるか」
・これは、ロータリアン自身の成長、社会の発展、
この会議を進行する人を選んでください。
そしてそれらがもたらす「世界平和」を示してい ３、新会員を注意して選びましょう。
ると考えられます。
新会員にとって皆さまのクラブがぴったりと
・そして、目的を達成する為の、
合う事、そして新会員の期待に応えるクラブで
より大きなインパクトをもたらす
ある事を確認しましょう。新会員の面倒を見て、
参加者の基盤を広げる
積極的な参加を促して下さい。
参加者の積極的なかかわりを促す
ロータリアンとなるのに不相応な年齢などあ
適応力を高める
りません。クナーク会長の母国、ドイツでは会
という、４つの戦略的優先事項と目的が定めら
員を慎重に選ぶので、会員の退会率が、低いよ
れました。
うです。
【2020-21 年度 RI テーマ】
４、ポリオ根絶の為に支援を継続していきましょう。
マローニー前会長のテーマは「ロータリーは世界
ポリオ根絶のための寄付を行い、10 月の世界ポ
をつなぐ」でした。世界をつないで、多くの機会が
リオデーに合わせた行事、イベントを開催し、
増え、今年度ホルガー・クナーク会長のテーマは
これからも根絶支援を継続していきましょう。
“Rotary opens opportunities”「ロータリー
私たちは、世界の子どもたちと交わした約束を、
は 機会の扉を開く」に進化を遂げます。
守らなければなりません。
私達は、ロータリーを通じてもたらされる多くの 10 月 2４日の世界ポリオデーは当初地区大会の予
機会を活かし、無限の可能性を得ることができま 定でした。そこでチャリティーイベントを計画し
す。私達の活動が、多くの人々の、機会の扉を開け ていましたが、地区大会を延期したので出来なく
ることができます。
なりました。
2020-21 年度、ロータリーが目指す姿は、
「ロータ ガバナー月信１０月号で世界ポリオデーに対する
リアンの成長」と考えられます。
記事を載せてありますのでご覧いただき、クラブ
・奉仕の理念を、行動へと移し、
内で取り組みをお願いします。
・支援を必要とする人々の、生活を向上する活動を 【地区運営方針】
行うようロータリアンに喚起し、
2020-21 年度地区運営方針は“ロータリーで良いこ
・会員自身や受益者の人生を、より豊かにする為の とをしよう”としました。
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私達は、
“四つのテスト”で同じ価値観を共有する
がら準備を進めておりますのでご協力をお願
仲間として、日々機会を与えられ、その機会の扉を
いします。
開けて活動しています。その活動の一つ一つが「良 以上 8 項目宜しくお願いします。
いこと」であると考えます。私達は「良いこと」を 【ガバナーレター】
している誇りを持って、自分たちのクラブだから ガバナー仕事の一つに情報の発信があります。
こそ出来る、良い奉仕活動を実践して頂きたいと COVID-19 禍でお会いできない、しかし、しっかり
思います。
とした情報をタイムリーで発信する必要がある。
【良いこと】
今の急激な社会情勢の変化に対応するために、そ
☆私の考える良いこととは、
して自分の考えや自分自身を皆さんに知っていた
・良い仲間と、良い親睦を育み
だく、そんな思いで“ガバナーレター”に取組みま
・良く学び
した。
・良い奉仕活動を行う
不定期ですが月に 1 回くらいは、配信したいと思
事だと考えていますので宜しくお願い致します。
います。配信は、ガバナー事務所から、クラブ事務
【地区クラブ目標】
局さんに、E-Mail で送信しますので、パソコンや
本年度、クラブ運営を行うにあたり、皆さんのクラ 携帯メール、Fax など、その会員に届く手法で、配
ブの、活動目標を挙げさせて頂きましたので、でき 信下さい。お手数をお掛けしますが、是非とも、ク
る範囲でのご協力をお願いします。
ラブ会長から、事務局さんへお願いして下さい。
１、会員の退会防止と入会促進
【女性 RI 会長候補】
☆COVID-19 の影響により、退会者が出ること 2022-23 年度国際ロータリー会長として、ウインザ
が懸念されます。退会防止に重点を置きつつ、 ー・ローズランド・ロータリークラブ（カナダ、オ
可能な限りでの入会促進をお願いします。
ンタリオ州）会員のジェニファー E. ジョーンズ
２、戦略計画会議の実施
さんが指名されました。115 年に及ぶロータリーの
☆5 年後の自分達のクラブの方向性や、あるべ 歴史で初の女性会長になります。
き姿を協議して下さい。開催方法は問いません。 詳しくは、My Rotary をご覧ください。
３、My Rotary への登録推進とロータリー賞への挑戦 【ガバナーノミニー】
☆RI への手続きやリソースの提供などオンラ D2560 地区でも待望のガバナーノミニーが決まりました 。
インの必要性が高まっています。
新潟 RC の高橋秀樹会員です。
ぜひ My Rotary への登録をお願いします。
また、 皆さん宜しくお願い致します。
ロータリー賞への挑戦も併せてお願いします。 【ガバナーとして】
４、オンライン会議の活用推進
先月届いた、ホルガー・クナーク RI 会長のメッ
☆COVID-19 の感染による緊急事態宣言が解除 セージに、地域によってロータリーが持つ意味は
され、県を跨ぐ往来が緩和されましたが、第 2 異なるかもしれませんが、私たちは皆同じ中核的
波と思われる感染の波が、押し寄せてきていま 価値観と「四つのテスト」によって結ばれていま
す。利便性や危機管理において、オンライン会 す。”ロータリーが変化しようともその価値観が
議は必要不可欠だと考えています。是非、これ 変わることはありません”と、仰っています。
を機に機会の扉を開けましょう。
私も、
「四つのテスト」で同じ価値観を共有する、
５、ロータリー財団寄付は、一人当たり、ポリオプラス 30＄
皆さんと一緒に RI 第 2560 地区ガバナーとして、
・年次基金 150＄のご協力をお願いします。
ロータリーを通じて良い奉仕活動をしていきたい
６、米山記念奨学会寄付は、一人当たり、2 万円の と考えています。ただ、COVID-19 禍における今、
ご協力をお願いします。
今後もいろいろな対応が予想されます。私は是々
７、台北国際大会参加促進 50 名以上登録
非々を胸に、皆さんのご協力を頂きながら一つ一
☆国際協議会で、国際大会登録者数を 2560 地 つ対応していきたいと考えています。
区で 50 名以上と申請させて頂きました。現在 皆さん一緒に「ロータリーで機会の扉を開き」
登録募集はしているものの COVID-19 の影響次
「ロータリーで良いことをしましょう」
第では予想ができません。
宜しくお願い致します！
安全に大会が開催される状態になりましたら、 【終わりに】
皆さまのご参加をお願いします。
終わりに、COVID-19 の早期終息、三条北ロータリ
８、ロータリ・リーダーシップ研究会(RLI)の導入準備 ークラブのご発展、会員各位のご健勝をご祈念申
☆現在 RLI 推進委員会が新保 PG のもと活動を し上げ、講話とさせて頂きます。
開始しています。皆さんのご意見を頂戴しな ご清聴ありがとうございました。
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*ク ラ ブ 協 議 会
進行：本田芳久 幹事

事業計画発表

Ｘ

石黒隆夫 会長
本年度の会長方針を「親睦を深めよ
う」にした理由のひとつは、佐藤ガバ
ナーの「ロータリーで良いことをし
よう」というシンプルな運営方針よ
りわかりにくい方針は良くないと考
え、同じくらいかそれ以上シンプル
な親睦にしました。
親睦を深めるためには先ずお互いを知る事だと思
い昨年度から始まった職場紹介を継続して会員卓
話で仕事の話をしていただき、仕事以外のことは週
報の「北ロータリアンの知らない世界」というテー
マで趣味やロータリーの思い出などの情報を発信
してもらっています。新会員とベテラン会員の趣味
が一致すれば親睦は一気に深まる可能性は高いと
思います。夜例会も今までは一番の親睦の場でした
がコロナ禍では同じ方法では無理なので万全の感
染防止対策をしてテーマに沿った意見の交換をす
る場として一体感ある宴会を目指しました。そして、
第一回目の夜例会は自分たちのロータリーを知る
ということで「北ロータリーの魅力」をテーマに歴
代会長から語っていただきました。宴会にも関わら
ず発言者の話を静かに聞いていただき一体感ある
宴会が実現できとても嬉しく思いました。まだ、ス
タートして３ヶ月ですがコロナ禍としては順調に
進んでいると感じていますのでこれからも会員の
協力を得て更に親睦を深めていきたいと思います。
渕岡 茂 クラブ奉仕Ａ委員長
ガバナー公式訪問にあたり、去る 9
月 18 日に会長以下 8 名の委員会の
方々に集合いただき、委員会を開催
致しました。現況報告書には委員会
の目的等と記載してありますので、
今日はその時の会議の内容を報告に
代えさせていただきたいと思います。
【協議内容】会員拡大について意見交換
①三条市内４クラブの会員リストを参考に、勧誘会
員のリストアップ。
②都合あって退会された方々の名簿をたたき台と
して、再入会が可能かどうかを確認する。
③当初、リストアップされたが、訪問せずそのまま
の方々へ訪問し、現状確認する。
④会員各位(当面はクラブ奉仕Ａ委員会メンバー)
の取引先で、市内・市外でＲＣ未入会社のリスト
アップをして、取引拡大・新規得意先探しに活か
せる会(異業種交流)とＰＲしてみる。
⑤退会防止の為、入会１～５年の会員の為の懇親会

を開催する。年の差、趣味の相違、仕事の在り方、
会の雰囲気になじめない方等、悩みある会員の
為必要。
佐藤義英 クラブ奉仕Ｂ委員長
委員会の目的
・例会運営の根幹を成す５つの委
員会が連携をとり、クラブに奉仕
する。
委員会の事業計画
・会長方針のもと、各委員会の事業
計画が達成出来るよう、特に親睦活動委員会の活
躍に期待し応援する。
吉田文彦 職業奉仕委員長
委員会の目的・事業計画は現況報告
書に一通りの事が書いてあります
のでお目通し下さい。
活動についてはコロナ禍というこ
ともあり、外部研修も調整が難しく
石黒会長から会員企業にスポット
を当てて企画をしたらどうかということで指示が
ありました。先月皆さんから参加いただきました職
場例会は、業種は印刷関係であり、直接的なコロナ
の影響は限定的と思っておりましたが、企業として
コロナの感染防止に積極的に取り組んでおられ、あ
る種驚きを感じ感心しました。先方からは、三密を
避けるため参加者は 30 名程度、直近 2 週間以内に
県外に行かれた方、あるいは県外からの来訪者とお
会いした方は、できればご遠慮いただきたいという
ようなことがありました。会員の皆さんの協力もあ
りましてスムーズかつ中身の濃い研修だと、改めて
自分なりに良かったという風に思っているとこで
あります。
その他計画にあげておりませんが、プログラム委員
会と協力をしながら、自社でコロナとどう向き合っ
ているかなどを話題に、会員卓話を増やすというこ
とにあたっております。これまで飲食関係から始ま
り様々な方から卓話を頂いております。コロナの状
況を今後も注意しながら会員企業にスポットをあ
てた企画について、プログラム委員会と協力しなが
ら進めてまいりたいというところであります。
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福岡信行 社会奉仕委員長
新型コロナウイルスから子供たち
の予防・感染リスクを減らすため、
市内小中学校に人体や環境に対す
る安全性の高い次亜塩素酸水と非
接触式電子温度計の無料配布をし
第二波第三波の対策に貢献するプ
ロジェクトを企画しました。例年、
青少年育成に関する講演会等を行っており、当初も
そういう方向で計画しておりましたが、コロナ禍の
影響で集客することが難しいということと、今年度
ロータリー財団の地区補助金要綱の改正があり寄
贈も認められるということもあり、非接触式温度計
の市内小中学校に無料配布を実施しました。ロータ
リー財団補助金の申請時は消毒液も予定していま
したが、教育委員会と相談し非接触式温度計を市内
小中学校に各 2 台ずつ 66 台の寄贈をいたしました。
9 月 1 日に教育委員会に贈呈し、各学校からは一度
に多人数に対応しなければならないので、台数が増
えたことをとても感謝してるという好評をいただ
いております。

指導・質疑応答
Ｘ

丸山 健 ガバナー補佐

新年度の始まる前に、各クラブに
ご挨拶に回らせていただくとこ
ろ、今回は新型ウイルス感染症の
拡大でそれができず、またガバナ
ー公式訪問の事前訪問もできま
せんでした。今日初めて皆さんに
ご挨拶させていただくこととな
りました。遅くなり申し訳ございません。
指導につきましては、この後ガバナーから総評を
いただく中でお願いしたいと思います。

総 評
Ｘ

森 宏 国際奉仕委員長
国際奉仕委員会と致しましては
COVID-19 に関連した事をひとつの
目的として上げましたが、クラブと
して具体的に直ぐにできることで
はありませんでしたので、職業職場
紹介も兼ね、私の病院の COVID-19
対応、予防感染対策取り組みという
事を 7 月の最初の会員卓話で機会を作っていただ
きました。病院の感染コントロールドクターから、
COVID-19 が急速に増えてきた段階での対策に関す
ることや一般的な事も含めまして紹介させて頂き
ました。
この委員会の大きな目的の国際大会へこの地区か
ら 50 名以上参加ということで当クラブとしても参
加者を募るべきところですが、この先 COVID-19 の
動向如何ということもあり、クラブ参加者を積極的
に募ることができない現状であります。
9 月の基本的識字率向上月間に関しては地区委員
の方の卓話を予定しておりましたが叶わず、他の方
へ依頼しました。
国際的な奉仕活動に関しましては、現状難しいと思
いますので、継続検討となることと思います。

今日の三条北ＲＣさんで、第４分区 11 クラブ中 9
クラブを終える事となります。11 クラブ中 9 クラ
ブは直接訪問方式で、2 クラブ（三条南ＲＣ・田上
あじさいＲＣ）がオンライン訪問方式です。これか
ら新感染症はどうなるかわかりませんが、
本来 9 月
に行われるＩ・Ｍを来年の 3 月に予定をしており
ます。しかし、これも新感染症の動向により変るか
もしれません。現状は 3 月に向けて準備を進めて
いる所であります。よろしくお願いいたします。

佐藤 真 ガバナー

石黒会長のもと「親睦を深めよう」
ということで、とてもシンプルな
良い方針だと思います。今日の公
式訪問の予定表からも、このよう
に各委員会がそれぞれ報告でき
るということが、クラブとして素
晴らしいと率直な意見であります。会長の人柄の
出た良い会長方針であったと思います。会員同士
がもっと知り合う、メンバーのロータリアンが知
らない世界まで突っ込んでの自己紹介、懇親会で
親睦を深める、密を避けながら行うなど、これだけ
経済が疲弊する中でも、ロータリアンがクラスタ

ーを出したらどうするんだと言われますが、私達
も職業人として活動もして行かなければなりませ
ん。世界中対応が違います。日本中対応が違います。
三条と村上では対応が違うんです。その中で、地元
のロータリアンが意見してできることはやってく
ださい。ただ注意してほしいのは、例えば非接触型
温度計の贈呈も校長会でお渡しされたという事で
すが、もしその場に生徒が混ざっての時には注意
していただきたい。そのように、注意しながらでき
る事を考え、できる奉仕活動はやっていくという
ことでよろしくお願いします。
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クラブ奉仕Ａ委員会
で、会員の COVID-19 対策に関しても勉強になった
会員拡大についての活動について、すごく目の付 のではと考えます。
け所が良い思います。このまま進めていただけれ 社会奉仕委員会
ば会員増強にも繋がるのではないかと考えており
DDF を活用していただきありがとうございます。こ
ます。退会防止も含めて、ご尽力いただければと思います 。 れは皆さんが 3 年前に寄付して頂いたものが 3 年
クラブ奉仕Ｂ委員会
後に運用を残して帰ってくるという貴重な財源で
事業計画にも書かれておりますが、会長の方針に ありますので、是非ご利用頂ければと考えており
もあるように、特に親睦ということで、ゴルフ大変 ますのでよろしくお願いします。
ありがとうございました。活動の中にロータリー 国際奉仕委員会
の友紹介もありますが、ご存知の方もいらっしゃ 国際奉仕に関しては地区の方の委員会もなかなか
る通り、ロータリーの友編集長は野崎さんという 進まない状況であります。ですから、できることを
方です。加茂の方で佐野ガバナーの時の事務局の 考え、できることをしていただくというお願いし
方とお聞きしております。編集長が新潟ゆかりの かございません。国際大会に行けるかどうかわか
方ということで親しみを持ち、皆さまも読んでい らない状況でありますが、一応ご案内します。
ただきたいと思います。ガバナー月信は様々書い こちらには米山の奨学生もいらっしゃいますし財
てございますのでお読みいただき、ガバナーレタ 団についても目標数値をあげさせていただいてお
ーに関しては、お目通しで結構です。よろしくお願 ります。皆さんから、こういう目的につかれている
いします。
ということを理解いただいた上でご寄付頂くのが
職業奉仕委員会
筋であります。今日も、BOX を回していただきあり
職場訪問ご苦労さまでした。本当にできることを がとうございます。ですから先程の DDF や米山の
やっていただいて素晴らしい事だと考えます。そ 奨学生に対してもそうですが、ご理解いただいた
の中で訪問先が感染防止を心がけておられる会社 上でできる範囲でのご協力をお願いします。

閉会の挨拶

Ｘ

丸山 健 ガバナー補佐

今日は本当にいろいろ勉強させていただきました。
ありがとうございました。私共第 4 分区の中では、三
条北 RC さんと三条 RC さんがお手本でございます。
これだけ素晴らしいメンバーの方が揃っていらっしゃ
り、私もいろいろ勉強させていただきました。自分の
吉田 RC に帰って今日の話を皆さんにしてみようかと
思っています。ありがとうございました。
地区大会記念ゴルフ大会
日時：10月 6日(火) 場所：日本海カントリークラブ

第７回ゴルフ大会
日時：10月 8日(木) 場所：新潟ゴルフ倶楽部

参加者：落合益夫、佐藤義英、早川瀧雄、斎藤良行

参加者： 花井知之、加藤實、中原尚彦、佐藤義英

中山正義、柄沢憲司、大橋桂子、樋口勤、中原尚彦
石丸 進、高橋研一、松山浩仁、丸山勝、石川一昭
武田恒夫、外山晴一、森宏、坂内康男、宮川雄一郎
(敬称略)

武田恒夫、岡田大介、落合益夫、石丸 進、森 宏
丸山 勝、坂本勝司、柄沢憲司、外山晴一
優

勝：森

宏

準優勝：武田恒夫
第３位：柄沢憲司
(敬称略)
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