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皆さんこんにちは！ 

先週の火曜日に緊張とプレッシ

ャーを感じながらも皆さんから沢

山の励ましの言葉や応援のエール

をいただき無事スタートを切る事

が出来ました、本当にありがとうご

ざいました。 

その 3 日後に激震が走るニュースが飛び込んで来

ました。安部元首相が銃撃されその日のうちに亡く

なりました、41才の犯人が捕まり母親が入信する宗

教団体と安部元首相との関りを恨んだ犯行とのこと

でした。そしてその 2 日後に参院選が行なわれ多少

の同情票が流れたのか自民党の圧勝でした。一方事

件は当初、宗教団体のトップを狙ったもののセキュ

リティが厳しく諦めて安部元首相を狙ったという事 

でした。という事は安部元首相のセキュリティ体制は教団のトップより甘かったという事です。そして

その矛先が安部元首相に向けられたというのもお門違いではないかと思います。またこの犯人は一時期

海上自衛隊に所属していたという事なので、一般人より銃に触れる機会はあったかもしれませんが、ネ

ットで弾や火薬を調達し自分で散弾銃を作ったというのですから驚きです。便利な世の中になった反面

こういう事が容易に出来るという恐ろしい時代になりました。今後も厳しい取り調べで事件が解明され

ていくのでしょう。 

 

 

・｢2022-23年度 地区大会記念ゴルフ大会のご案内｣ [7/5 再掲] 

日時：9月 27日(火) 会場：紫雲ゴルフ倶楽部 参加締切：7月 26日(火) 

皆さまの奮ってのご参加をお願いいたします。 

 

・日本事務局より、ロータリーレートについて 7月より 1 ﾄﾞﾙ＝136円（現行 127円） 

・三条市青少年健全育成市民会議より、 

｢三条市青少年健全育成啓発活動に伴うポスター掲示のお願い｣ 

 

 

◆本日の行事：「今年度方針発表②」 

◆本 日 の 出 席：５５名中３４名 

◆先々回の出席率：５９名中４６名 77.97％ 

（前年同期 79.66％） 

◆先週のメークアップ(敬称略)： 

7/5 親睦活動委員会 花井知之、高橋暢雄 

本間建雄美、野崎喜嗣、安藤 宰 

7/9 高尾年度感謝の集い  

米山忠俊、石黒隆夫、石川勝行 

＊本日の配布書類等 

・ガバナー月信７月号(閲覧) 

・週報 No.1669 

・地区大会記念ゴルフ大会のご案内 

・夜例会のご案内 

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１２日 第１６７０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.2 

  

  

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 
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親睦活動委員会 花井知之 委員長 

夜例会に関してお詫びとご連絡をさせていただきます。まず 8 月 2 日は長岡花火の初

日でした。皆さんに大変ご迷惑おかけいたしますが、何卒ご出席の程よろしくお願いしま

す。タイトルを「夏バテ吹っ飛ばす夜例会」といたしましてご案内をさせていただきます。  

日時：8月 2日(火)18：30～ 会場：餞心亭おゝ乃 

アトラクションはフラダンスのラウレアさんをお呼びしています。他にちょっとした

ゲームも企画いたしますので、ぜひ皆さん奮ってのご参加をお願い致します。 

 

 

 

星野 義男 君 今年度の方針発表の皆さんに感謝して!! 

石川 一昭 君 安倍元総理を偲んで、ソウリ!! ソウリ!! カンバック!! 

石黒 隆夫 君 今年度方針発表の皆様お疲れ様です。よろしくお願い致します。 

丸山 勝 君 ＢＯＸに協力。 

落合 益夫 君 本年度は担当となりました。 

石川 友意 君 財団、1年間よろしくお願いします。 

   

   

   

落合 益夫 君 ＢＯＸが目の前でしたので。 

石川 友意 君 ＢＯＸに!! 

森  宏 君 各奉仕委員長の方針発表に期待して。 

大野 新吉 君 松山年度の船出です。又々私は米山奨学委員会、きっちり基金集めますので 

皆様ご協力下さい。世界平和の為にも～。 

渕岡 茂 君 米山奨学宜しく頼みます。安倍元総理の冥福を祈るばかりです。 

   

   

   

松山 浩仁 君 皆様の温かい応援のお陰で無事スタートをする事が出来ました。ありがとうございます。

本日は、渋谷さん、佐藤さん、羽賀さん、岡田さんよろしくお願いします。 

武田 恒夫 君 各委員長様、一年間宜しくお願いします。 

齋藤孝之輔 君 ここに来る途中「まちやま」の道案内看板を目にしました。 

いよいよ 7/24開館ですね。楽しみです。 

渋谷 義徳 君 松山年度でクラブ奉仕Ａ委員長の任命を受けました。よろしくお願いいたします。 

羽賀 一真 君 今日は社会奉仕活動の方針発表をさせていただきます。 

米山 忠俊 君 暑中お見舞い申し上げます。 

落合 益夫 君 ＢＯＸに協力。 

佐藤 義英 君 ＢＯＸに協力!! 

田中耕太郎 君 ＢＯＸに協力です。 

外山 裕一 君 ＢＯＸに協力。 

長谷川哲昌 君 お盆が近づいてきました。東京は 1ケ月早い明日 7/13からお盆です。 

コロナ前であれば行ってきましたが、今年もお休みです。 

コロナよりもこの暑さにゲンナリしてしまいます。 

委員会報告 

７月１２日現在累計  ５３，０００円 

ロータリー財団 BOX 

７月１２日現在累計  ２１，０００円 

米 山 奨 学 B O X  

７月１２日現在累計  ５４，０００円 

ス マ イ ル B O X  
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クラブ奉仕Ａ 渋谷義徳 委員長 

クラブ奉仕はロータリー五大奉

仕の中で最も基礎的な活動と言わ

れています。 

松山会長から事前にいただいた

資料によりますと、「クラブ奉仕（A）

はベテランの会長歴任者にお願い

いたしましたので、４委員会のご

指導をよろしくお願いいたします」とプリントさ

れていました。クラブ奉仕（A）は、職業分類委員

会・会員増強委員会・会員選考委員会・ロータリー

情報委員会の 4 委員会で構成されています。これ

らの委員会の役割を理解して、4委員会の活動が松

山会長の期待に応えられるように、クラブ細則に

則った助言や助力で補佐し、連携・調整を図ってゆ

きたいと思っています。 

⚫ 職業分類委員会では、会員増強委員会より提出

された新会員候補者の職業分類の適否を理事会

に報告をするだけでなく、職業分類調査を行い、

早い時期に充填未充填職業分類表を作成し提供

したいと思っています。 

⚫ 会員増強委員会では、会員増強と大会防止の総

合計画を開発し、本クラブの充填未充填職業分

類表を検討し、未充填の職業分類を充填するた

めに適当な人物の氏名を理事会に推薦してもら

うよう積極的につとめ、多くの候補者を出して

もらう工夫をいたします。 

⚫ 会員選考委員会では、会員に推薦された全ての

者を個人的な面から検討しその適格性を判断し

て、すべての申し込みに対する委員会の決定を

理事会に報告します。 

⚫ ロータリー情報委員会では、 

(1)会員候補者にロータリークラブ会員の特典と

責務に関する情報を提供し 

(2)会員、特に新会員に会員の特典と責務に関す

る適切な理解を与え 

(3)会員にロータリー活動に関する情報を提供し 

(4)会員に国際ロータリーの管理運営の動向につ

いての情報を提供する方策を考案しこれを実

施したいと思っています。 

 

上記の４委員会が連携をとって、クラブの活性

化、盛衰にかかわる会員増強を第一に考え年度末

には年度初めより数名の純増を目指して活動に取

り組みますので、皆様の一層の力添えをお願いい

たします。 

 

 

クラブ奉仕Ｂ 佐藤義英 委員長 

クラブ奉仕 Bの佐藤義英です。

クラブ奉仕 B は私と副委員長に丸

山勝さんです。 

事業計画書に書きましたものを

発表いたします。目的としては、

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。事業計画とし

ては、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 花井委員長の活

躍に期待する、という事です。 

我々のクラブ奉仕 Bは、出席・クラブ会報雑誌広

報資料・親睦活動・プログラム・スマイル BOXとい

う事で、会員の約半数が所属している委員会です。

まずプログラムの宮川さんのグループから始まり

まして、親睦活動の花井さんの 10名のグループか

ら早速夜例会を企画していただいています。ロー

タリーの友を先週、クラブ会報雑誌委員長の金子

さんから紹介していただきましたが、ジェニファ

ー・ジョーンズ RI会長の年齢がわからないと終っ

ていましたが、私は調べました。年齢は 55歳とい

うことを補足して、終ります。 

 

社会奉仕 羽賀一真 委員長 

2 回目の社会奉仕委員長を仰せ

つかりました羽賀です。 

 本題に入る前に、先ほど松山会

長のあいさつや、他のかたのコメ

ントにもありましたように、今回

の安倍首元総理大臣の銃撃事件に

ついて、私の衝撃的な心境をお話

ししたいと思います。何年前かの衆議院議員選挙

で、金子恵美候補と細田健一候補の応援演説に、当

時現職の安倍総理大臣が、燕三条ワシントンホテ

ル前広場（旧サティ）に駆けつけました。あらかじ

め三条新聞で安倍総理大臣が来県するのは私も知

っていたので、安倍総理大臣のファンであった私

も見に行きました。安倍総理大臣は「私に新潟名物

ル・レクチェを食べさせてください！」と言って聴

衆の心をガッチリとつかんでいたのがつい昨日の

ようです。そのあと安倍総理大臣は数百人からの

聴衆の握手を求められ、私も人混みをかき分けて

握手してもらいました。ものすごい人気でした。 

 それとは別に、18 年前の三条水害の時、私もそ

の水害の被災者ですが、その時は当時現職の小泉

総理大臣が庖丁工房タダフサの視察に来られ、や

はり百人以上の被災者からの握手を求められ、そ

本日の行事 ： 今年度方針発表② 
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の時も私はやはり人混みをかき分けて握手しても

らいました。さすが小泉劇場と言われるほどの大

人気でした。 

 政治家のかたは、有権者と触れ合うことを非常

に大切にしているとのことなのですが、当然、セキ

ュリティとは相反することです。当時は一般聴衆

と現職の総理大臣は比較的簡単に握手することが

できたのですが、今回の銃撃事件を受けて、今後の

セキュリティは厳重になるであろうことが予想さ

れるので、現職の総理大臣と握手できるのはもう

永遠に無くなるかもしれません。 

 では本題に入ります。 

 以前、社会奉仕委員長をした当時は、地区補助金

の申請条件として単純寄付は認められなかったた

め、佐藤ひらりさんのコンサートを行ないました。 

 その後、コロナ禍によってコンサートのような

催し物ができなくなったことにより、地区補助金

は単純寄付も認められるようになりました。 

 今年度は松山会長の意向により、7/24(日)に開

館する新図書館まちやまへの植樹寄付と、館内見

学を予定しています。地区補助金は年度が替わる

だいぶ前の毎年 3 月頃には申請しなければいけな

いので、「地区財団委員会からの承認」はすでにも

らいました。 

 ところで、ここで大きなトラブルが発生。

7/24(日)の新図書館開館日に間に合わせようと思

い、6月中に滝沢三条市長に目録をお渡しする予定

まで取り報道機関の取材まで申し入れていただい

たのですが、その後、地区財団委員会から、補助金

を使うプロジェクトは新年度 7 月以降でなおかつ

「ロータリー財団本部の承認」もおりたあとでな

ければならない、目録贈呈もプロジェクト開始と

見なされるので、市長訪問は延期してくださいと

の知らせが来ました。 

 過去の補助金申請の際はその年度によっては、

年度替わり前に会場予約や料金の前払いなどをし

ないと会場設営が間に合わないなどで、年度替わ

り前の見切り発進手配が認められる年もありまし

た。しかし、（今年度は？今年度からは？）地区財

団委員会の裁量なのかルール変更があったのかは

わかりませんが、事前手配は認められないことに

なりました。それだと我々補助金受給クラブだけ

でなく、会場のキャンセルや市長の予定のキャン

セルなどを余儀なくされることにつながりかねま

せん。もしかしたら事前の補助金セミナーでこの

件に関して補助金申請の変更点などの説明があっ

たのかもしれません。私が聞き落したのかもしれ

ません。しかし、そうだとしても、もし年度初めの

7月や 8月（子どもたちの夏休みなど）にどうして

も重要なイベントを行ないたいとしたら補助金が

使えないのは不便なので、地区補助金委員会には、

今後は改善を再考してもらいたいと思います。 

 仕切り直して、8月頃には三条市長へ植樹寄付の

目録贈呈、来春 3 月か 4 月頃には業者から植樹作

業をしてもらい、それと合わせて早い時期に移動

例会で新図書館見学を行ないたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

 

国際奉仕 岡田大介 委員長 

青少年奉仕＆ライラ委員会の

委員長を仰せつかりました岡田

大輔と申します。どうぞよろしく

お願いいたします。今年度の目標

と致しましては、まず 3 人で会

議を開こうと思ったのですがな

かなか時間が合わず方針を決められず、私の独断

で決めてしまった次第で、事業計画の要点を申し

上げます。2つの柱がございまして、ライラ研修会

と青少年奉仕月間のやり遂げるということでござ

います。 

10 月 23 日に新津の交流センターにおきまして

ライラ研修会が行われます。昨年度は森先生の三

之町病院の方 2 名のご参加で例会では報告会も開

かせていただきましたが、残念ながら研修はリモ

ートという形でした。今年は会場参加という話で

すが、またこの BA.5の第 7波の関係でどうなるか

まだちょっとわかりません。森先生には今年ちゃ

んと行われたら、前年度のリベンジということで

お願いしてあるのですが、どうなるかわかりませ

ん。本来であれば土曜日日曜日と泊まりで開催さ

れ、グループ活動もあり楽しい時間を過ごしてい

ただけるのですが、今回は日曜日の一日の予定で

当初から計画されています。是非とも若い従業員

の方で勉強に来ていただける方がいらっしゃいま

したら、8月の末ぐらいまで受付けますので、是非

ともお願いしたいと思います。 

5月には青少年奉仕月間ということで、講師の方

をお招きして皆さんで青少年奉仕についてじっく

りと考えて行きたいと思っております。今のとこ

ろ前年度お越しいただいた講師の方に今年も是非

来ていただきたいということで依頼しております。 

以上、よろしくお願いいたします。 

 

 

 


