
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは！ 

この度三条北ロータリークラブ

第３７代目会長を務めます松山で

す。３８代には森先生が控えておら

れるのに先に会長をさせていただ

く事は大変おこがましい事ですが

どうぞ 1年間お付き合いいただきま

すようよろしくお願いいたします。 

 また石川会長、岡田幹事、花井 SAA、1年間本当に

お疲れ様でした。どうぞごゆっくりお休みになり後

は武田幹事と斎藤 SAAにお任せ下さい。 

 そして初日から田崎さんに入会いただき誠にあり

がとうございます、幸先のいいスタートが切れそう

です。 

今年は例年になく梅雨が短く夏の到来が早くなり

ましたが、気象庁が発表する梅雨には明確な定義は

無く、梅雨前線が活発な時期になると雨が多くなる

ため、自然災害に対する注意喚起のため梅雨入りを

発表し、梅雨前線が太平洋高気圧に押し上げられ 

北上すると梅雨明け宣言をして、今度は熱中症対策をしてもらうためです。 

7 月 2 日の未明には KDDI の回線に通信障害が発生しました。今の世の中携帯は電話はもとよりメール

や写真、交通 ICや電子決済など携帯一つあれば殆どの事が出来てしまうという便利さの反面、いざこう

いう障害が発生すると生活に大きな障害が発生します。日頃から多少の小銭を持ったりスクショに残す

などの対処をしておきましょう。 

 

 

・髙橋ガバナーより、 

｢2022-23年度 地区大会記念ゴルフ大会のご案内｣ 

日時：9月 27日(火) 会場：紫雲ゴルフ倶楽部 

｢地区会員増強セミナーのご案内｣ 

日時：7月 30日(土)12：00～16：00  

会場：ホテルオークラ新潟 

｢物故会員ご報告のお願い｣ 

・石本会員増強･戦略･広報委員長より、 

｢会員増強委員会としての基本方針(卓話依頼に対して)｣ 

◆本日の行事：「今年度方針発表①」 

◆本 日 の 出 席：５４名中３３名 

◆先々回の出席率：５９名中４８名 81.36％ 

（前年同期 83.05％） 

◆先週のメークアップ(敬称略)： 

6/29 三条 RC 落合益夫 

6/30 三条東 RC 石川友意 

 

＊本日の配布書類等 

・ガバナー月信７月号(閲覧) 

・週報 No.1667. 1668 

・上半期会費のお願い 

・松山年度組織図（改訂版） 

・ＩＭ報告書 

・4RC 名簿 

・地区バッジ 

会長挨拶：松山浩仁 会長 

三条北ロータリークラブ週報 
例会日 ２０２２年７月５日 第１６６９回例会 

 

●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 

会長：松山浩仁  幹事：武田恒夫  ＳＡＡ：齋藤孝之輔 

No.1 

  

  

三 条 北 RC： 松 山 浩 仁 会 長

「 イ マ ジ ン  ロ ー タ リ ー 」  

「 再 生 ・ 新 生 ・ 共 生 ｣  

「service & enjoy  進化するロータリー！」  

幹事報告：武田恒夫 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 

奨学金授与  

サボー ペーテル 君 

米山記念奨学会 



 

 

クラブ会報･雑誌･広報･資料委員会 金子太一郎 委員長 

今期クラブ会報委員長を仰せつかりました金子です。1年間よろしくお願いします。 

ロータリーの友 7月号をご紹介いたします。 

P.6・7、ジェニファー・ジョーンズＲＩ会長がどういう方なのか書かれています。 

非常にキャリアウーマンのやり手でいらっしゃり、ＲＩ会長にふさわし方というのがこの

文面から読み取れます。 

P.24第 2560地区の髙橋秀樹ガバナーご夫妻のご紹介、P.51第 2560地区の地区大会の記事があり、ハー

ドオフコーポレーションの山本様の講演が載っております。P.52｢燕三条から世界へ｣として三条ロータ

ーアクトクラブの川越健也さんの記事がございます。縦書 P.9｢この人訪ねて｣では、青森 RC の女性会長 

石川佳共子さんが、女人禁制と言われたクラブに入会し会長までたどりついた苦労話が書かれています。

縦書 P.16｢わがクラブの 20代女性会員｣として、20代の女性会員は非常に珍しいのですが、郡山南 RCの

その女性会員はお父さんが亡くなりその後を継いで入会された記事です。こういった若い方が入会して

くれる事は良いことだと思いました。以上、ロータリーの友でした。 

 

2021-22年度 ＩＭ実行委員会 福岡信行 委員長 

昨年大変お世話になりましたＩＭ実行委員会です。ＩＭの報告書を本日お配りさせていただきまして、

全てのミッションが終了となります。どうもありがとうございました。 

 

 

 

田崎尚志会員の入会を歓迎して、１０＆３ＢＯＸを回しました。 

   

   

松山 浩仁 君 サービスアンドエンジョイ、今年 1年よろしくお願いします。 

武田 恒夫 君 一年間宜しくお願いします。 

第 1 回  役員理事会議事録  

開催日時 令和 4年 7月 5日（火）11：30～12：30 

開催場所 三条ロイヤルホテル 

出席者 

出席数 １６名（委任状 ３名）/１６名   

松山浩仁、森 宏、高橋研一、武田恒夫、金子太一郎、齋藤孝之輔、石川一昭、渋谷義徳 

佐藤義英、大橋桂子、外山裕一、花井知之、宮川雄一郎、石丸 進、渡辺 徹、羽賀一真 

協議事項 協議結果 

1. ｢会長幹事ＳＡＡ慰労会｣決算報告  承認 

2. 繰越金確定報告 

（一般会計・スマイルＢＯＸ） 

 承認 

3. ガバナー公式訪問の件 日程：10月 4日(火) 会場：三条ロイヤルホテル 

形式：オンライン形式 

渡邉ガバナー補佐の公式訪問事前訪問について 

日程：9月 20日(火)予定で依頼 

承認 

4. 社会奉仕事業の件 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名：新築移転先の三条市立図書館への植樹寄贈 

地区補助金：315,370円(決定) 

植樹時期：令和 5年 3月 

（施設見学移動例会も予定・日程は未定） 

承認 

5. 夏バテ吹っ飛ばす夜例会企画に 

ついて 

日時：8月 2日(火)18：30～ 会場：餞心亭おゝ乃 

会費：2,000円 

承認 

6. ｢三条あおぞら会｣会費納入のお願い 例年通り 1口(5,000円)協力 承認 

7. その他 例会会場形式：円卓（7月 12日から） 承認 

７月５日現在累計  ４７，０００円 

ロータリー財団 BOX 

７月５日現在累計  １６，０００円 

米 山 奨 学 B O X  

委員会報告 



石川 一昭 君 渕岡委員長 1年間御苦労様です。 

石黒 隆夫 君 松山年度のスタートおめでとうございます。米山エレクト年度もよろしくお願い致

します。田崎さん入会ありがとうございます。ロータリーライフをお楽しみ下さい。 

渋谷 義徳 君 松山年度のスタートにあたり協力します。 

本間建雄美 君 松山年度、1年間宜しくお願い致します。今年度米山委員長 渕岡さんに協力。 

渕岡  茂 君 米山奨学委員長です。当クラブホストのサボー ペーテル君のように、日本と世界

のかけ橋となる留学生の方々に夢がかなうよう 1年間宜しく頼みます。 

 君  

   

松山 浩仁 君 service & enjoy 進化するロータリー！ 

今年度 1年よろしくお願いします。 

武田 恒夫 君 一年間宜しくお願いします。 

齋藤孝之輔 君 今年度例会進行を仕切らせていただきます。どうぞよろしくお願い致します。 

石川 一昭 君 松山黄門様・武田助さん・齋藤格さん、1年間の長旅ご苦労様です。 

本日入会の田崎様ようこそ北 RCへ。ロータリーライフを楽しんで下さい。 

岡田 大介 君 松山年度、門出を祝して。 

外山 晴一 君 松山丸の船出を祝います。田崎さんの入会 歓迎します。 

石川 友意 君 松山丸の船出を祝して! 田崎さんの入会を大歓迎して! サボー ペーテル君を歓迎して! 

米山 忠俊 君 松山年度のスタートです。お祝い申し上げます。松山会長、武田幹事、齋藤 SAA、

皆様のご活躍をお祈りします。元気で楽しく一年宜しくお願いします。 

丸山  勝 君 松山会長･武田幹事･齋藤 SAA年度、応援します。宜しくお願いします。 

渕岡  茂 君 松山年度がスタートしました。宜しくお頼みます。御指導下さい。 

今井 克義 君 松山浩仁会長はじめ役員理事の皆々様のご活躍をお願いいたします。 

渋谷 義徳 君 松山年度のスタートにエールを送ります。 

佐藤 義英 君 松山会長、武田幹事、齋藤 SAAの門出を祝して!!ＢＯＸに協力。 

森   宏 君 松山年度の門出を祝し。 

外山 裕一 君 松山年度 1年間宜しくお願いします。 

羽賀 一真 君 松山会長年度の新たなるスタートを祝って。 

私事ですが、先週左眼手術が無事に済みました。しかし、まだよく見えません(涙)。 

斎藤 良行 君 田崎君、入会おめでとう！松山さん、武田さん、孝之輔さん 1年間よろしくお願いします。 

福岡 信行 君 松山会長、武田幹事、齋藤 SAA 一年よろしくお願いします。田崎さんの入会を祝して！ 

田中耕太郎 君 ＢＯＸに協力です。 

田口実仁佳 君 松山年度、がんばって下さーい！たけちゃん、こうのすけ休まずがんばれー！ 

たさき君入会おめでとうございます。 

長谷川哲昌 君 1年間ニコニコＢＯＸ委員長を務めさせていただきます。 

田中さん、吉田さん、野崎さんに助けてもらいながら務めていきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

７月５日現在累計  １６，０００円 

ス マ イ ル B O X  

本日の行事 ： 入会式 

セーブ・インダストリー(株) 

代表取締役 
 

田崎 尚志 様 



 

松山浩仁 会長 

Service＆enjoy 進化するロ

ータリー！のスローガンの下、 

今年度 1年よろしくお願いします。 

幹事の武田さんの会社は野水

鋼鉄店、SAAの齋藤さんの会社は

齋鐵と鉄壁の二人に支えられてるポンコツスクラ

ップ屋の松山です。 

退会者があり若干の人事変更があったので報告

させていただきます。会計の金子さんには会員選考

委員長の他にクラブ会報・雑誌・広報・資料委員長

を兼任していただきます。副委員長には会員増強副

委員長との兼任で福岡さんに就いてもらいます。ま

たプログラムの副委員長にはスマイル BOX 委員長

の長谷川さんに就いてもらいましたのでよろしく

お願いします。 

さて今年度の社会奉仕事業は隈研吾さん設計、米

山ガバナーエレクトの会社が建設され今月 24 日に

開館する三条市立図書館への植樹です。ソメイヨシ

ノの幼木 10 本を寄贈させていただき来訪者の目と

心を和ませ緑化にも貢献出来ればと思います。補助

金の 2586 ドルが仮決定しましたので不足分はスマ

イル BOXで補っていく予定です。 

親睦委員会には新型コロナウイルスのため 2 年

に渡って延期や中止を余儀なくされた夜例会を 7

回開催していただき次回の例会からは円卓で食事

をしていただきます。 

会員増強は前年度-4 名でしたので本日 1 名の入

会と最低あと 4 名の入会を目指したいと思います。 

またプログラム委員会には前年度延期になった

オーシャンシステム様への職場訪問を含めて 2～3

回の移動例会をお願いします。 

大まかな今年度の事業は以上ですが、皆さんから

ご協力いただきながら無事 1年過ごせるように務めた

いと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

武田恒夫 幹事 

今年度、幹事をさせて頂く武田

です。宜しくお願いします。 

松山会長より、幹事が野水鋼鐵店、

SAA が齋鐵、硬い鉄に守られてい

ると言われましたが、私の場合は

特殊鋼がメインなのでより硬いハガネですので、堅

い守りで守備ミスのないように支えていきたいと

思います。 

一年間務まるかどうか、とても不安ではあります

が、先日の会長・幹事・SAA慰労会の時に岡田大介

さんが「最初は不安だったが、やっていくうちに、

中々良いもんじゃ」と話されていました。 

私も来年の 6 月にそういう終わり方をしたいと思

います。(出来るかどうかわかりませんが・・・) 

先ずは私自身欠席を最小限にし、出席率を上げるこ

とを目標とし、松山会長の足を引っ張らないように、

斎藤 SAA と共に精一杯盛り上げていきたいと思い

ます。一年間宜しくお願いします。 
 

齋藤孝之輔 ＳＡＡ 

本年度ＳＡＡを務めさせていた

だきます齋藤です。どうぞよろし

くお願いします。 

ＳＡＡとして例会をスムーズに進

行していけるように皆さんのご協

力のもとをやっていきたいと思っております。いろ

んな所のホームページを見るとＳＡＡという役割

はかなり重いものがあり、格式高いロータリークラ

ブにおいては皆さんの意見を尊重しながら進めて

いくなど書いてありました。そういった意味では、

皆さんと協力し、いろんな意見を聞きながら進めて

いきたいと思います。 

 まずは時間配分等がしっかりできるようにした

いと思ってます。外部の方が来られても、その辺は

お願いするつもりでおりますし、内部の皆さんにお

願いする時も、なかなか言うこと聞いてくれなそう

な人が大勢いるので不安でありますが、きっちりと

これで終わりですという形で進めていきたいと思

っております。松山会長におかれましても、不出来

な私ですが引っ張っていただきたいと思いますの

でよろしくお願いします。それでは皆さんどうぞ宜

しくお願い致します 。 

 

 

 

 

 

本日の行事 ： 今年度方針発表① 


