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皆さんこんにちは。先ずもって訃

報が入りましたのでお知らせいた

します。2000年から 2020年まで 20

年間在籍し私のスポンサーでもあ

る青木省一さんが 22 日の日にお亡

くなりになられました。享年 84 才

でした。青木さんは幹事の武田さん

や外山裕一のスポンサーとも聞いております。心から

ご冥福をお祈りします。 

さて先日、土曜日の日に三条ローターアクトの創立

50周年の記念式典に行って参りました。当クラブから

はガバナーエレクトの米山さん、会長エレクトの森先生、

社員がローターアクトに入会しているSAAの斎藤孝之輔

さんの 4名で行って参りました。｢要～そして未来へ｣

のテーマの下、来賓が滝沢市長はじめ、長久の家の所

長さん、後に記念講演をして頂いた NPO法人世界の子

供たちにワクチンを日本委員会の常務理事 奥寺憲穂

さん以下 50 名、アクトの OB,OG、2560 地区のアクタ

ーが約 30名の総勢 80名ほどの式典でした。 

記念行事として三条市内の 50 ㌔清掃活動を行い入

会 10 ヶ月目の齋藤さんの社員さんが立派な活動報告

をされていました。 

記念講演では元総理夫人の細川佳代子さんが 1994

年に設立した NPO法人世界の子供たちにワクチンを日

本委員会の常務理事 奥寺憲穂さんが講演され今もワ

クチンが足りなく 5歳未満で亡くなる子供たちが 1日

4000人もいることに触れ PBC（ペットボトルキャップ）

回収活動の促進を呼びかけました。キャップ 1000 個

で 2㌔、2㌔で 20円、20円でポリオワクチン1回分に

なるそうです。またスペシャルサポーターでソフトバン

クホークスの和田投手は僕のルールとして 1球投げる 

ごとに 10 人分のワクチンを寄付し、勝利投手になった場合は 20 人分、完投で 30 人、完封で 40 人の寄

付をするというマイルールを作って活躍しています。 

また土曜日は土用の丑の日でしたが皆さん鰻は食べましたか？元々は土用の丑の日に｢う｣の付くもの

を食べる習慣だったそうで、今日もうどんと牛丼(うし)が出されましたが、先週食べそびれた人は 8 月 4 日にもう

一度丑の日があるのでその時に是非お召し上がり下さい。 

 

 

◆本日の行事：「今年度方針発表③」 

◆本 日 の 出 席：５５名中２９名 

◆先々回の出席率：５５名中４４名 80.00％ 

（前年同期 84.48％） 

◆先週のメークアップ(敬称略)： 

7/15 吉田 RC 大野新吉、樋口 勤 

7/21 第４回ゴルフ大会 １５名 

7/23 三条ロータ―アクトクラブ50 周年記念式典 

米山忠俊、松山浩仁、森 宏 

齋藤孝之輔 

7/23 ロータリー財団オリエンテーション 

渕岡 茂、羽賀一真 

＊本日の配布書類等 

・ガバナー月信７月号(閲覧) 

・週報 No.1671 

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２６日 第１６７２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.4 

  

  

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！」  

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 

PHF+4 石川一昭 会員 

PHF+3 石川友意 会員 

 

ロータリー財団 PHF認証バッジ贈呈 
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・髙橋ガバナーより、｢COVID-19感染防止啓発のお願い｣ 

・米山ガバナーエレクトより、｢2023-24年度地区役員ご推挙のお願い｣ 

｢米山年度 第 1回ガバナースタッフ会議開催のお礼｣ 

｢ガバナースタッフ会議参加の皆様へお詫び｣ 

・地区ロータリー財団委員長より、 

｢第 1回ロータリー財団セミナー開催のご案内｣ 

日時：8月 27日(土)13：30～17：00 会場：ANAクラウンプラザホテル新潟 

｢財団寄付取り組みについてお聞かせください｣ 

・第 4分区渡邉ガバナー補佐より、｢2022-23年度第 4分区ＩＭ開催日変更のご案内｣ 

変更前：令和 4年 9月 10日(土) 変更後：令和 5年 4月 15日(土) 

・三条・三条南ＲＣより、｢8月例会の休会のご案内｣ ※記帳は予定通りです。 

・加茂ＲＣより、｢加茂ロータリークラブ創立 60周年記念誌の送付について｣ 

 

 

 

松山 浩仁 君 財団のテーブルがさみしそうだったので。 

渋谷 義徳 君 財団ＢＯＸに協力します。 

石川 友意 君 ご協力ありがとうございます。今後もよろしくお願い申し上げます。 

   

   

   

米山 忠俊 君 渕岡米山委員長さんと同席で協力です。 

石黒 隆夫 君 今年度方針発表の皆様よろしくお願い致します。 

吉田 文彦 君 米山奨学会に協力します。 

外山 裕一 君 目の前にＢＯＸが！協力します。 

金子太一郎 君 米山のテーブルに久々に当たりましたので！ 

渕岡 茂 君 協力。本日方針説明しますので宜しく。 

   

   

   

米山 忠俊 君 青木省一さんのご冥福をお祈り申し上げます。 

ロータリー、ゴルフ仲間で大変お世話になりました。 

松山 浩仁 君 ただ今、第 7波が蔓延していますが「進化するロータリー！」で 

コロナに負けず頑張りましょう。 

羽賀 一真 君 ようやく本当に梅雨明けしたような暑さで、今年の梅雨明けの日付が見直し変更され

ることもあるのでしょうか？ 

落合 益夫 君 ＢＯＸに協力。 

佐藤 義英 君 各発表者様、御苦労様です。ＢＯＸに協力!! 

石川 一昭 君 ＢＯＸに協力します。 

外山 裕一 君 ＢＯＸに協力。 

森   宏 君 BA.5の感染力すさまじく、あちこちでクラスターが発生しています。皆様、最大限の

注意をしましょう。 

武田 恒夫 君 コロナ陽性者が周りにも増えています。気をつけても無理かもしれませんが、気を付

けましょう。 

齋藤孝之輔 君 昨日微熱が出た為 PCR 検査をし、今朝無事に陰性の連絡を受けました。心当たりがな

い訳ではないのでかなり焦りました。皆さんもお気をつけて、家族には二度目は家を

出ていってと言われました。 

田中耕太郎 君 ＢＯＸに協力です。 

吉田 文彦 君 7/24「まちやま」オープンでしたネ。すごい人出だったようです。「公共施設のオープ

ニングであんなに混んでいるの初めて見ました」と、計画立案者の現国会議員殿が自

画自賛しておられました。人があきた頃に行ってみます。 

 

幹事報告：武田恒夫 幹事 

７月２６日現在累計  ６０，０００円 

ロータリー財団 BOX 

７月２６日現在累計  ３３，０００円 

米 山 奨 学 B O X  

７月２６日現在累計  ８０，０００円 

ス マ イ ル B O X  
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会員選考／クラブ会報・雑誌・広報・資料／会計  
金子太一郎 委員長 

 会員選考は会員増強委員会と

連携しロータリアンとしてふさ

わしい人を審査するという事で

すが、このふさわしい人というの

が非常に曖昧なところです。会員

増強委員会から上がってくる

方々は適正な方が多いので、余程のことがない限

り落とすことはないと思います。 

続きまして急遽引き受けましたクラブ会報委員

会ですが、皆さんにクラブ活動を報告するという

義務があります。皆さんお気づきかと思いますが、

週報の色が今期はグリーンになっています。良い

色だと思いませんか。実は私の会社のイメージカ

ラーです。前期との差別化を図るために色を変え

てみました。歴代の委員長さんは会社の紹介等を

掲載しておりましたが、今期は常に報告のみにさ

せていただきます。そして、会報委員長になりま

すと 1 つ特典として皆様より一週間早くロータリ

ーの友が会社に郵送で届きます。既に 8 月号を見

ましたが、凄く良い記事が載っておりますので、

次週皆さんにご紹介したい思います。 

会計に関しましては前任の石川さんに聞きなが

らやっていきたいと思いますのでよろしくお願い

します。以上です。 

 

ロータリー情報 外山裕一 委員長 
ロータリー情報委員会の活動

は、会長の方針でもあります新入

会員オリエンテーションを行い

ます。一番は各寄付等をご説明し、

ロータリー活動にスムーズに移

行していただけるような状況を

作っていきたいと思います。また、ロータリアン

の責務やロータリアンの特典など、松山会長から

説明して欲しいと言われていますので、オリエン

テーションの中でご説明します。また、前年度の

高橋さんからの資料作りを引続き行っていきたい

と思います。米山梅吉とポール・ハリスのそれぞ

れのマンガ本がありますが、マンガチックにわか

りやすい資料としてクラブ独自で作成し、その資

料をきっかけにプラスアルファ―の説明をしたい

と思います。今年度予算のもと宮川さんからもお

手伝い頂き作成を進めております。ロータリーの

ことをオリエンテーションだけで 100％分かるの

ではなく、先ずはこういうことがあるという事自

体を知っていただき、米山ガバナー年度に入った

ら色んな機会があると思うので参加していただき、

ちょっとずつ分かっていただけたらと思います。

寄付は強制ではないので、ご自身に思いがあった

ら寄付していただき、また続く新入会員に説明し

ていただける様にもっていけたらと思っています。

今年度は以上の活動をメインに考えております。

有難うございました。 

 

出席  森 宏 委員長 
出席委員会の目的としまして

は、例会への出席はロータリー会

員に課された基本的義務である

という事でありますが、当クラブ

市内 4クラブの中で出席率が一番

低いという風に言われています。

出席率の向上を図って無断欠席者の撲滅を目指さ

なければいけないという事になりますが、現実は

なかなか出席されない方もいらっしゃり、事業計

画として 100％出席者の表彰を引続き行います。長

期欠席者の撲滅を目指し、久々に出席される会員

に対しては温かく迎えましょうと松山会長もおっ

しゃっておりました。また、ゴルフや 5 名以上の

会員の集まりなどは事前に事務局に報告があれば、

出席扱いということになっております。 

それから、ついでにコロナのことですが、爆発

的な感染が方々で起きており、ある病院でも医局

が壊滅状態で本当に医療崩壊を招き大変な事態に

なってます。うちの病院の職員も子供さんが感染

したため濃厚接触者となり自宅待機となる職員が

かなり多くいます。皆さんの会社もそうかもしれ

ませんが、本当に今回は今まで以上に感染力が強

いです。ただ重症化はしないので、うちの病院に

も高齢の方が入院していますが、コロナによる肺

炎ではありませんでした。かつてのデルタ株のコ

ロナとは全く違うということがよくわかります。 

また、ロータ―アクトの皆さんは本当に私も感

心しました。若い 30前後の方達が立派なスピーチ

を長い時間されてまして、うちのライラ研修に参

加した職員も立派に話していたのでその時も言い

ましたが、これからの若い人たちが本当に楽しみ

だと思った次第でございました。以上です。 

 

ロータリー財団 石川友意 委員長 
財団の目的ですが国際理解親

善平和を推進する活動プログラ

ムを、会員の皆様にお知らせをす

ることで理解を深めてもらい、寄

附をしていただくということで

す。特にポリオ根絶はロータリー

の最優先事項となっておりますので、そういった

情報も皆さんに今後お伝えしながらご寄付をお願

いしたいと思っております。事業計画と致しまし

本日の行事 ： 今年度方針発表③ 
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てはポールハリスフェロー及び財団の寄付を募り、

髙橋ガバナーの目標数値である一人 150 ドルをお

願いしたいと思います。現在円安のため 150 ドル

は 20,000 円ではちょっと足りないくらいになっ

ております。 今月会費と一緒に納入してくださる

方もたくさんいらっしゃり大変ありがとうござい

ました。 

それから、11月はロータリー財団月間となって

おります。当クラブには地区財団委員の渕岡さん

もいらっしゃいますが、今年度の月間は地区のポ

リオ委員長さんをお招きして、ポリオの現状を皆

さんに知っていただきたいということで考えてお

ります。また、ロータリーカードについて、ご存知

ない方もいらっしゃるかもしれませんが、お買い

物等のお支払い時に、ロータリーカードでお支払

いいただくと自動的に支払い金額の 0.3%がポリオ

寄付に回されます。こちらのカードの加入もお勧

めしたいと思っております。以上、今年度一生懸

命やりたいと思いますので、どうかよろしくお願いい

たします。 

 

米山奨学 渕岡 茂 委員長 
石川年度の時に地区の財団委員

をお願いされ気軽にお受けし、そ

の後松山会長にクラブの米山奨学

をお願いされ、今に至っておりま

す。何分三条北 RCに参加させて頂

いて 36年過ぎ去っており、近年は

コロナ禍で例会に出る機会があって喜んでおりま

すが、35 年を平均すると出席率は 50%に満たない

のではないかと反省しております。 

地区財団の補助金委員ということで先週金曜日

も羽賀さんと一緒に地区補助金オリエンテーショ

ンに出席いたしました。財団月間では他クラブか

ら卓話要請があったら、私も卓話に行くようにと

脅しが入っておりまして、その時は一夜漬けで勉

強し、余った時間は私の仕事の話でもして終わろ

うかなと思っております。また、寄付における様々

な意見が出ておるようです。もう少し会員の声を

聞いた活動として、また、各クラブの特徴を生か

した方法で募るということで、各クラブにアンケ

ートをとる事になりました。 

三条北 RC の米山寄付に関しましては今日こち

らに来る前に、昨年度の寄付実績をネットで見て

まいりました。当クラブは県内で 6位にあります。

1位が新発田 RC、2位が新潟東 RC、3位髙田 RC、4

位長岡東 RC、5 位三条 RC です。三条北 RC も上位

に位置しておりますので今年度も引き続き皆様方

の協力をいただきまして、現状を維持しなおかつ

その上を目指し米山ガバナー年度には 1 ランク上

を目指す勢いをつけるような米山奨学委員会にし

たいと思っております。ご協力のほどよろしくお

願いいたします。 

私自身ここ 30年のうち数回、米山奨学やロータ

リー財団の活動に参加させて頂いて、その役をな

かなか果たせていないのも色々思うところはあり

ますので、今回は私なりに少し気を引き締めて、

米山奨学委員会の大野さんと佐藤弘志さんと 3 人

体制で努力して参りますので、年間を通じてボッ

クスへのご協力をよろしくお願いいたします。あ

りがとうございました 。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 月 のお祝い 
会 員 誕 生 日 齋藤孝之輔、石丸 進、星野義男、加藤 實、福岡信行、梨本文也 

 

ご夫人誕生日 石川千鶴、外山文佳、森 由実、田中雪江 

石川みや子、小林明美、星野雪枝、丸山夏子 
 

結 婚 記 念 日  外山裕一・文佳、 松山浩仁・亜戸            (敬称略) 

４回  ゴルフ大会  開催日：7 月 21 日(木) 場所：小千谷カントリー倶楽部 

参加者：森 宏、柄沢憲司、丸山正男、岡田大介 

落合益夫、佐藤義英、加藤 實、坂内康男 

丸山 勝、石川一昭、石丸 進、武田恒夫 

松山浩仁、花井知之、安藤 宰 

(敬称略) 

優 勝：安藤 宰 会員 

準優勝：武田恒夫 会員 

３ 位：坂内康男 会員 


