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皆様こんにちは！ いよいよ５

月も終わり私の年度も残す所１ケ

月となりました。岡田幹事、花井

SAAご両名、もう少しです。宜しく

お願い致します。 

さて今日は来週入会されます 

安藤宰様がお見えです。どうぞロータリークラブの

例会の雰囲気を少しは感じとっていって下さい。 

また、先週ダービーの話の中で「オニャンコポン」

の話を致しましたが、結果８位でした。次回はぜひ

頑張って頂きたいと思います。 

今週からヨネックスカントリークラブにてヨネッ

クスレディースの大会が 3 年ぶりで観客をいれて開

催されます。新潟県出身の高橋彩香、石井理緒、若林

舞子の３名と昨年の賞金女王 稲見萌寧などの女子

プロがヨネックスカントリーの難関コースに挑みます。 

私事ですが金曜日に応援に行きます。私の目当ては何といっても「原 英莉花」です。観戦に行けない方

はぜひともテレビの前でごひいきの女子プロを応援してください。 

 

 

 

・高尾ガバナーより、｢高尾年度 各種表彰推薦のお願い｣ 

・日本事務局より、ロータリーレートについて 6月より 1 ﾄﾞﾙ＝127円（現行 130円） 

・ガバナー事務所より、｢メルボルン国際大会ご案内資料｣ 

  開催日：2023年 5月 27日～31日 開催地：メルボルン・オーストラリア 

・三条市青少年健全育成市民大会より、 

｢令和 4年度三条市青少年健全育成市民大会及び青少年健全育成啓発活動 

について｣ 

 

 

 

例会日 ２０２２. ５．３１ №１６６４ 

 

会 長 ： 石 川 一 昭  幹 事 ： 岡 田 大 介  Ｓ Ａ Ａ ： 花 井 知 之 

◆本日の行事：｢地区研修・協議会 報告会｣ 

◆本 日 の 出 席：５７名中３３名 

◆先々回の出席率：５７名中４５名 78.95％ 

（前年同期 78.57％） 

◆本日のオブザーバー： 

(株)Ｒ．Ｃ保険新潟  

代表取締役 安藤 宰 様 

◆先週のメークアップ(敬称略)： 

5/21 地区諮問委員会 米山忠俊 

石黒隆夫、石川勝行 

5/26 三条東 RC 外山晴一、石川一昭 

 

＊本日の配布書類等 

・ガバナー月信 5 月号(閲覧) 

・週報 No.1663 

「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」  

「ロータリーを学び、ロータリーを広げよう。｣  

「 今 こ そ 見 せ よ う ロ ー タ リ ー の 底 力
ち か ら

を ！ 」   No.35 
●例会日：火曜日 １２：３０～１３：３０  ●例会場：三条ロイヤルホテル ℡ 0256-34-8111 

三条北ロータリークラブ週報 
 

シェカール・メータ  RI 会長  

第 2560 地区：高尾茂典ガバナー  

三 条 北 RC： 石 川 一 昭 会 長     

会長挨拶： 石川一昭 会長 

幹事報告： 岡田大介 幹事 

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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松山浩仁 会長エレクト 

去る 5月 21日、ホテルオーク

ラ新潟において新潟 RC 主催の

下、国際ロータリー第２５６０

地区 2022-2023 年度の地区研

修・協議会が開催されました。  

当クラブからは米山ガバナーエレクト、石黒地

区幹事、石川地区財務委員、武田幹事、そして私

の 5 名。また三条クラブの西山会長・梨本幹事、

南クラブの松崎会長・太田幹事、東クラブの近藤

会長・遠藤幹事など地区役員含め総勢 180名余り

が参加されたと思います。またそれ以外にも各委

員長のなど多数の方々が ZOOM で参加されたと思

います。 

第 1セッションでは高橋会長が地区のテーマである 

「再生」2560地区はへこたれない 

「新生」2560地区は進化する 

「共生」2560地区は助け合う 

高橋 研一 君 羽賀一真委員長に協力します。・・・1 人ではさびしそうなので。 

羽賀 一真 君 先週木曜日に 18 歳の誕生日で成人したばかりの一番上の娘を連れて、 

そのわずか 3 日後の 5/29（日）に新潟県知事選挙の初投票に親子  

3 人で連れて行ってきました！  

米山 忠俊 君 本日の卓話 次年度会長 松山浩仁さん、ご苦労様です。 

地区研修・協議会報告 宜しくお願いします。 

下村 啓治 君 協力を！ 

   

石川 一昭 君 安藤さんようこそ北ロータリークラブへ。来週の入会式、お待ちしております。 

岡田 大介 君 協力いたします。 

花井 知之 君 協力いたします。 

田口実仁佳 君 サロン オープンさせていただきました。みなさん ぜひ だつもうを！ 

森   宏 君 実仁佳さんの脱毛サロン開店を祝し。 

松山 浩仁 君 田口実仁佳さん、新店オープンおめでとうございます         

高橋 研一 君 松山浩仁さんの地区研修協議会の報告を楽しみに聞きに来ました。 

石川 友意 君 昨日、県の旅館組合の総会で月岡の泉慶にいってきました。おいしい食事とリニュー

アルされた客室でとても快適でした。感染症の中でもガンバッテいると感心してき

ました。 

本田 芳久 君 本年度をもって当クラブを退会いたします。今まで、本当に皆さんには温かく接して

頂きましてありがとうございました。今後とも会の発展をお祈りいたします。 

落合 益夫 君 ＢＯＸに協力。 

佐藤 義英 君 ＢＯＸに協力!! 

外山 裕一 君 ＢＯＸに協力。 

田中耕太郎 君 ＢＯＸに協力です。 

金子太一郎 君 松山会長エレクト、地区研修･協議会報告、よろしくお願いします。 

５月３１日現在累計  ３０７，０００円 
ロータリー財団 BOX 

本日の行事 ： 「地区研修・協議会 報告会」 

５月３１日現在累計  ２２０，０００円 
米 山 奨 学 B O X  

５月３１日現在累計  ８２７，０００円 
ス マ イ ル B O X  
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と運営方針を説明した上である PG の思い出とし

て温泉ロータリー、温泉会員の話をされました。

どういう事かと言うと温泉に浸かっていると心

地よいがよいのと一緒でロータリーに浸かって

いることは居心地がよく身も心もリフレッシュ

される。何かを成し遂げた時の達成感は温泉から

上がった時の爽快感のようだと話されていまし

た。 

 また会員の満足度を高めるにはアンケートも

必要で会員がクラブに何を求め何を期待してい

るか知ってどんな事業をするのか。私も地区のテ

ーマから引用し進化するロータリーと謳わせて

いただきましたように時代や状況は刻々と変化

し予測出来ない事が次々と起こります。ロシアの

ウクライナ侵攻や円安の進行、阪神がこんなに負

け続けたり自分の口座にいきなり 4600 万も振り

込まれたりと世の中予測出来ない事ばかりです

がクラブの在り方も時代に即した進化するクラ

ブとして活動を続けていかなければと思います。 

 その後各テーブルごとにディスカッションを

しクラブが抱える問題点や居心地の良いクラブ

のためのアイデア等を話し合いました。私たちの

テーブルは巻クラブさんと吉田クラブさんでし

たがやはり問題点は会員減少と出席率の向上で

した。吉田クラブは事業所というより個人経営の

方が多く高齢化で続けられない方は後継者に入

会してもらったりしていますが絶対数は中々増

やせないのが実情で巻クラブもせっかく若手が

入ってもコロナで退会や休会に追い込まれ残念

だとおっしゃっていました。三条地区は事業所数

は多いのでイコール経営者の数も多いのですが

ロータリーだけで 4クラブ他の団体も合わせると

8団体くらいの争奪戦になります。 

 また居心地のよいクラブのアイデアとして北

クラブは結婚記念月に食事券をお祝いとしてお

渡ししていますが他クラブでは誕生月にグラス

や食事券を渡しているようでした。確かに独身の

方はそちらの方が良いかもしれませんね。そして

例会に出やすくするためノーネクタイやクール

ビズを実施していますが先日役員・理事会で東ク

ラブさんは作業服でも OK なんですよねという話

がありましたが NG だそうです。東クラブの名誉

のため報告させていただきます。 

 続いて第 2部基調講演では 2520地区 PGで仙台

泉 RCの菅原裕典氏が「ロータリーと多様性・公平

さ・インクルージョン～地区の DEIについて考え

る～」という演題で講演されました。元々ロータ

リーから派生したもうひとつの Lクラブですが設

立当時からずっと Lの方が会員数が多かったので

すが 2000年？2010年？頃から逆転したようです。

しかし現在 Lの方は家族会員をカウントしてロー

タリーを上回る会員数を計上しています。ロータ

リーは R ですから R と L、何か右と左みたいです

がどちらももちろん思想的な右左はありません

しライバルのように感じますがどちらも任意の

奉仕団体というベクトルは同じ法を向いている

と思います。ただ先ほど言ったように会員の獲得

ではライバルと言えるかもしれません。 

 そしてどこのクラブでも課題となっている会

員増強ですが新潟ロータリーが面白いデータを

提供しているので紹介します。2560地区の人口の

推移を分区ごとに集計しています。2000年の三条

市の人口は 107.600 人ですが 2020 年一昨年は

94.600人で十万人を割っています。そして予測デ

ータですが今から 23年後の 2045年三条市の人口

は 77.600 人です。2000 年を起点として三万人の

減、減少率で観ても 30％近くの減少です。しかし

その中の資料には三条地区は新潟県内で最も経

済基盤がしっかりしている地域であり今後も既

存 4クラブが会員増強に努め県央地区のリーダー

の役割を期待したいと結んでいました。このコメ

ントには重責を感じます。イマジン想像してくだ

さい、23年後の 2045年、私は 85才です、石川会

長は 95才、岡田幹事も 91才、佐藤義英ゴルフ同

好会会長は丁度 100才！このままだとゴルフ同好
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会は一番若い 71 才の斎藤良行君が 100 才の佐藤

会長と 95才の石川さんと 91 才の岡田さんの送迎

する感じですね、怖いですね。進化するロータリ

ー、若い人をどんどん入れて活性化を図らないと

いけません。現在 2560 地区では今年度も 1 クラ

ブ減少し 55 クラブ、会員数 2000 名、1 クラブ平

均 36 名、今年度高尾ガバナー輩出の新潟中央も

次年度は 20 名も割ると仰ってました。やはり何

かアクションを起こすにも会員が多いと機動力

が大きくなりますし予算も立てやすくなります。

しかし増強では少しずつ入会があっても現状維

持するのが精一杯だったりします。永遠の課題で

はありますし理想ですがもし皆さん一人が一人

誘っていただければ倍になります。またそれには

お誘いしやすい魅力ある楽しいクラブを目指さ

なければいけません。 

Service & enjoy 

楽しく奉仕、どうぞ来年 1年よろしくお願いいた

します。 

 

武田恒夫 次年度幹事 

地区研修・協議会の報告をさ

せて頂きます。 

５月２１日にホテルオークラで

開催されました。 

今回の参加人数はコロナ禍でも

あり、会場参加が 180 名位、リモート参加が 400

名以上でした。 

第１セッションとして、初の女性会長のジェニ

ファー・ジョーンズ RI 会長のビデオメッセージ

からスタートしました。2022-23 年度の会長テー

マは「イマジンロータリー」です。 

「想像してください、私たちがベストを尽くせる

世界を。私たちは毎朝目覚める時、その世界に変

化をもたせると知っています」と発言されました。 

「ロータリーでの私たちの中心的な役割は、各会

員の参加を促すための適切な(部品)を見つける

こと」「大切なのは会員にとっての心地よさと配

慮です」「ロータリーでの参加型の奉仕、人間的

成長、リーダーシップ開発、生涯にわたる友情こ

そが目的意識と熱意を生み出します」とも言われ

ました。 

その後ディスカッションを各テーブルごとに

行われ、ディスカッションのテーマとして「居心

地の良いクラブ」が出されました。 

私どものテーブルは巻 RC、吉田 RCと一緒でした。 

ディスカッション終了後、抽選で話し合った内容

の発表が 7～8名からありました。 

どのクラブも同じ様な悩みを抱えておられまし

た。 

会員数の減少、高齢化等が大きな問題となってい

ました。 

うちのテーブルも同様でした。居心地の良いク

ラブにするために、巻 RC では女性会員が４名を

１０名に増やす目標を掲げておられました。 

会長幹事、委員会報告等の発表時間を短縮し、会

員同士の会話をする機会を増やしていくようで

す。 

誕生日祝い ⇒ 三条北 RC、巻 RCは無し 

吉田 RCは商品券(3,000円)渡す。 

結婚記念日 ⇒ 三条北 RCは食事券等を渡す 

巻 RC、吉田 RCは無し 

様々な取り組みでした。 

人数が減ると、会長、幹事のローテーションが

早い、コロナ禍で計画自体が出来なく、コミュニケ

ーションをとる場を提供出来なく退会が増えた。や

はり会員数の減少が最大の問題でありました。 

居心地の良いクラブにするアイデアとして、新入

会員を増やす事はもちろんですか、まずは退会を

防ぐこと。退会理由を調査していては遅い。毎年、

会員に満足度調査をして、傾向を調査することが、

退会防止の入口だと思います。 

どのクラブもコミュニケーションがとれる企

画が最も重要と考えておられました。 

あるクラブではパラリンピックの競技でもある

「ポッチャ」を企画したり様々なアイデアを駆使

されています。 

やはり夜例会を中心とする懇親を図れる場所

を数多く企画することで「居心地の良いクラブ」

につながると感じました。 

休憩を挟んで全体会議が行われました。 

長丁場ではありましたが全体でロータリーの

事が共有出来たのは有意義に感じました。 

最後は乾杯からの懇親会で一日が終了しました。 
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次年度ロータリー財団委員会 

石川友意 委員長 

2022-23 年度地区研修・協議

会に、財団委員長として参加い

たしました。私は第 6 セッショ

ンの財団委員会の動画配信を前

もって勉強し、当日 5月 21 日の全体会議を、オン

ライン参加するという形式でした。 

全体会議の会場参加は地区役員・会長・幹事の

みで約 180名。私の様なオンライン参加の委員長

ほかは約 400名のハイブリッド形式での実施でし

た。 

動画配信ということで、セッション・全体会議

共に繰り返し観る事ができて、今までより勉強に

なり、より理解できたと思っております。 

感染症禍に対応したたいへんコンパクトにまと

められた会となっており、初めての良い内容だっ

たと思います。しかしながら、当日出席できずオ

ンライン参加の委員長の皆さんの交流の場が無

かった事が残念でした。 

RI初の女性会長のジェニファー・ジョーンズ会

長のテーマは「イマジン ロータリー」です。「想

像してください。私たちがベストを尽くせる世界

を・・・」「私たちには皆夢がある。ポリオ根絶

や平和の実現といった大きな夢を抱くなら、それ

を実現させる責任は自分たちにある」夢が責務に

なると言っておられます。 

第 2560地区 髙橋秀樹ガバナーの方針は「再生・

新生・共生」で、へこたれず進化し助け合おうで

あります。これをうけて、我クラブ松山会長のテ

ーマは「Service ＆ enjoy 進化するロータリ

ー！」です。先日、ファイヤーサイドミーティン

グが終了し、いよいよ松山年度がスタートいたし

ます。 

各委員会が会長の想いをしっかり受け止めて、

1 年間活動して行く訳でありますから、それぞれ

の委員会の活動が活発であるかどうかが 1年間の

カギとなると思っております。 

ロータリー財団の標語は、「世界でよいことをし

よう」です。財団の使命は「ロータリアンが人々

の健康状態を改善し質の高い教育を提供し、環境

保全に取り組み、貧困を無くすことを通して、世

界理解・親善・平和を構築できるよう支援するこ

と」となっています。 

高橋年度の数値目標は、感染症の影響がまだ続

いているので昨年度の目標を維持するというこ

とで、年次基金 会員 1人 150 ﾄﾞﾙ、ポリオプラス

会員 1 人 30 ﾄﾞﾙです。この目標をクリアすべく、

会員の皆さまに財団をより理解していただき、寄

付を募りたいと思っております。また、財団には

地区補助金制度があり、3年前の寄付に対して 1/4

が奉仕活動等に利用できることになっており、我

がクラブも毎年この補助金を利用させてもらっ

ており、すでに松山年度も羽賀社会奉仕委員長が

申請を済ませております。財団のしくみは多岐に

わたり補雑で分かりにくいのですが、私は単純に

財団イコール ポリオ根絶ととらえて今まで寄付

をさせていただいてきました。RI会長も年度の最

優先事項の 1番目にポリオを上げております。 

新会員をはじめとして会員皆様に寄付の意義を 1

年かけてよくご理解いただきたく説明していき

たいと思っております。年度目標の年次基金 1人

150 ﾄﾞﾙは、1日約 50円、月では約 1,500円です。

寄付は決して強制ではありませんが、ご自分にあ

った寄付の仕方を選んでいただきたく、何卒ご協

力をよろしくお願い致します。 

尚、来年の 5月 20日の米山年度地区研修・協議

会では私が担当を仰せつかっております。こちら

も会員各位のご協力を重ねてお願い申し上げま

して、ご報告とさせていただきます。 

 

＜地区協当日前に視聴参加の各セッション入口画面 

・・・Ver.スマートフォン＞ 
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次年度米山奨学委員会 

渕岡 茂 委員長 

20 日のファイヤーサイドミ

ーティングでおゝ乃さんの会場

に参加させていただき、翌日の

21 日は千葉へ行く予定になっ

ていたものですから、地区協議会をリモートで聞

きながら走ろうかと思っておりましたが、なかな

か聞けず後で YouTubeで確認をした次第です。 

私は次年度米山奨学委員会ということで、米山

奨学をいかに高めていくかという事が私の使命で

はないかなと思っております。合わせまして、次年

度は三条北 RCとして、米山ガバナーエレクトを盛

大に盛り上げる意味におきましても、米山奨学会

に多大なる寄付をお願いしたいと思います。また、

現在、地区の財団補助委員会に所属しております。

今ほど石川さんもおっしゃったように 3 年前の寄

付の 2 割ほどがクラブで活用できる地区補助金と

いうものがございます。現在私は 3 つのクラブの

地区補助金申請の審査をしております。これに関

しても、地域の社会奉仕・教育など様々な分野でロ

ータリアンが社会貢献しようというものでありま

す。当クラブにも、以前フードバンクの方から卓話

をしていただき、母子家庭の困窮を少しでも救う

活動支援に地区補助金申請を行いましたが、財団

としてもそういう活動を通じ有効に活用していた

だきたいと考えております。 

 米山奨学会の方では、全国で 1 番は大阪中之島

RC 99,485円で個人が 33名いられて、ナンバーワ

ンとなっています。当クラブには米山ガバナーエ

レクトもいらっしゃいますので、是非その辺の数

字を念頭に置いていただいて、全国で 1 番は難し

いかもしれませんが、ご寄付にご協力いただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜全体会の YouTube配信画面より＞ 

上の左右 2枚の写真 

髙橋ガバナーエレクト、国際協議会参加のご様子 

今年度国際協議会・・ 

コロナ禍対応のため、オンデマンド動画視聴・

オンラインリアルタイム研修 
 

  写真中   は、髙橋秀樹ガバナーエレクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月 のお祝い 

(敬称略) 

会員誕生日 渕岡 茂、本田芳久、本間建雄美、石川勝行、柄沢憲司 

樋口 勤、佐藤弘志、高橋研一 
  

 坂本敏子、吉田由美子、松山亜戸 
 

結婚記念日 斎藤良行・ことみ、田中耕太郎・雪江 

福岡信行・則子、吉川将人・美奈 


