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皆さんこんにちは。 

今日は地区大会の報告会とい

う事で私も報告するのですが私

はこの後、所用で早退するため

SAA の齋藤さんに原稿を託してい

きますのでよろしくお願いします。 

最近お偉い方、そこそこの役職

についている方や公職についている方、特に政治家

などの方々の失言が話題になりそれによって職を

追われたり失ったりするニュースをよく耳にしま

す。私たちが友人同士、居酒屋でたわいのない話を

しているのとは違う訳で話をする相手や場所をわ

きまえて話さないと大変な事になります。私も皆さ

んの前でこうしてお話をさせてもらっていますが

諸先輩の方々からは一応偏った政治的な話や宗教

的な話は避けるようにと言われ注意しているつも

りです。選挙の話題や偏った見方をしなければ政治

や宗教が全部 NGという訳ではないのですが。 

失言ではないのですが最近のスマートフォンは

画面がタッチパネルになっているので少し触れた

だけで誤発信した事ありませんか？数年前にとあ

る取引先の私より若い支店長と新潟で午前様まで

ハシゴして宿泊先のホテルに帰る途中、多分携帯の

画面に触れたのでしょうね、電話機能のボタンに。

そしていくつもの偶然が重なり発信ボタン、そして

相手先は妻、時間は深夜 1時過ぎ、妻からすれば深

夜に旦那から電話、何事かと思い電話に出ても暫し

無言、そのあと追い打ちをかけるようにお店の女の 

子の別れ際のおやすみの声。後で嫁からこの話を聞かされた時は血の気が引く思いがしました。 

似たような話をもう 1 つ。つい先日の晩、本寺小路の中央パーキングで石川一昭さんの車を発見、メ

ールをすると丸山勝さん、武田幹事と食事中との事で私にも来るようにメールで言われたのですが私は

他の用で出ていたのでスルーすると今度は電話がかかってきました。これもスルーすると自動で留守番

電話に切り替わったのですが多分石川さんはこれに気づいておらずそのまま通話状態。私は家に帰って

から留守電に気づき確認すると暫く聞き取れないような会話の後、武田幹事の大きな声で  

「すんませーん、熱燗 2合！」 

 

◆本日の行事：「地区大会報告会」 

◆本 日 の 出 席：５４名中３２名 

◆先々回の出席率：５４名中４１名 75.93％ 

（前年同期 78.95％） 

◆先週のメークアップ(敬称略)： 

11/8 分水 RC  樋口 勤 

11/8 地区大会記念ゴルフ大会実行委員会 

石黒隆夫、石川一昭、松山浩仁 

佐藤義英 

11/9 指名委員会 今井克義、米山忠俊 

落合益夫、佐藤義英、渕岡茂、石川友意 

星野義男、金子太一郎、渋谷義徳 

高橋研一、外山裕一、石黒隆夫 

石川一昭、松山浩仁、森 宏 

11/10 三条東 RC 渕岡 茂 

11/12 地区大会 1 日目 米山忠俊、石黒隆夫 

石川勝行、松山浩仁、武田恒夫 

石川友意、渕岡 茂、金子太一郎 

11/13 地区大会 2 日目 全会員登録 

 

＊本日の配布書類等 

・ガバナー月信 11 月号（閲覧） 

・ロータリーの友 11 月号 

・週報 No.1685 

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１１月１５日 第１６８６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.18 

  

  

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 
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・髙橋ガバナーより、｢2022-23年度 地区大会の御礼｣ 

  ｢地区大会 地区指導者育成セミナー動画配信のご案内｣ 

■ 講演①「ロータリー財団について」 

第１地域ロータリーコーディネーター  

橋岡久太郎氏 
 

■ 講演②「米山記念奨学事業について」 

公益財団法人ロータリー米山奨学記念会  

前副理事長 水野功氏 

 

 

 

米山 忠俊 君 三条北 RCの皆様、12日～13日の地区大会ご苦労様でした。 

次年度米山年度の地区大会も宜しくお願いします。 

松山 浩仁 君 地区大会で財団寄付額 第 3位を頂きました事を祝いまして。 

武田 恒夫 君 さすがに地区大会終了した次の例会には協力しなければバチが当たります。 

金子太一郎 君 日曜日に新潟の地区大会で来年の三条市で行う地区大会をバッチリＰＲしてきました。 

星野 義男 君 地区大会報告会の皆様ご苦労様です。感謝致します。 

落合 益夫 君 ＢＯＸに協力。 

石川 友意 君 財団月間で今月だけポリオ・プラスのボックスです。よろしくお願い致します。 

   

   

   

松山 浩仁 君 米山奨学委員会もガンバロー！  

武田 恒夫 君 地区大会で勉強したもので。 

石丸 進 君 協力致します！ 

石川 一昭 君 大野会員に協力します。 

大野 新吉 君 本日は地区大会報告会 担当の松山会長、武田幹事、金子地区大会実行

委員長、石黒地区幹事さんご苦労様です。一日も早くロータリー事業に

新入会員さん含めた全員が参加できる事祈っています。 

   

   

   

松山 浩仁 君 先週の土・日と地区大会に参加された皆さん、大変お疲れ様でした。 

武田 恒夫 君 地区大会お疲れ様でした。内容の濃い 2日間でした。 

しかし、さすがに疲れました。 

齋藤孝之輔 君 地区ゴルフ大会、準優勝にしっかりと貢献させていただきました。 

皆さん褒めてください。 

森  宏 君 地区大会オンラインで見ていましたが、Covid-19の院内感染が発覚し、途中で病院に

呼ばれてしまいました。皆様も引き続きご注意を。 

佐藤 義英 君 地区大会ゴルフ、北 RCが団体戦 準優勝でした。私も貢献出来ました。 

追伸、個人戦シニアの部 第 4位、当日賞 27位もいただきました。ＢＯＸに協力。 

羽賀 一真 君 先週 11/8(火)の夜の皆既月食と天王星食の写真がうちの天体望遠鏡とスマホを使って

綺麗に撮影できたので週報に掲載してもらいました。 

石黒 隆夫 君 地区大会参加の皆様、大変お疲れ様でした。本日発表者の皆様、よろしくお願い致します。 

石川 一昭 君 地区大会参加の皆様ご苦労様でした!!金子地区大会実行委員長、米山年度のピーアー

ル大成功でしたネ!! 

外山 裕一 君 ＢＯＸに協力。 

下村 啓治 君 ニコニコに協力を！ 

田中耕太郎 君 ＢＯＸに協力です。 

野崎 喜嗣 君 本日で 51才となりました。母からおめでとう 

LINEがきましたが、気恥ずかしい感じでした。 

１１月１５日現在累計  １８０，０００円 

ロータリー財団 BOX 

１１月１５日現在累計  ３７６，０００円 

ス マ イ ル B O X  

幹事報告：武田恒夫 幹事 

１１月１５日現在累計  １３４，０００円 

米 山 奨 学 B O X  

講演① 

講演② 
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松山浩仁 会長 

（代読 齋藤孝之輔ＳＡＡ） 

去る 11月 12、13日二日間に渡

り国際ロータリー第 2560 地区

2022-23 地区大会が新潟ロータリ

ークラブ主催の下、新潟のイタリ

ア軒とＡＮＡクラウンプラザで開催されました。

我がクラブからは米山ガバナーエレクト、石黒地

区幹事、石川財務委員、武田幹事、私が初日から金

子太一郎 米山年度地区大会実行委員長 2 日目か

らの参加となりました。両日とも新潟ロータリー

クラブのメンバーはもとより米山記念奨学生のサ

ボー・ペーテル君をはじめ多くの奨学生が温かく

出迎えてくれました。私の他３名の報告もあるの

で出来るだけ被らない話を手短に報告したいと思

います。 

来賓には RI 会長代理で前橋ロータリーの山田

邦子夫妻をはじめ地区内外のガバナー、ガバナー

夫人を迎え時節柄、多少の縮小規模ではあります

が華々しく開催されました。内容については前回

の例会より皆さんの元にプログラムが配布されて

いると思いますのでそちらをご覧下さい。 

1日目の晩餐会の出し物で古町芸妓（げいぎ）の

舞があったのですが実はこの古町芸妓は京都の祇

園、東京の新橋と並び日本三大芸妓の一つに数え

られ高い格式を持っています。また京都では芸妓

と書いて「げいこ」と読みます。江戸時代の新潟は

日本一の米の産地としてまた天領佐渡を抱え北前

船の最大の寄港地として日本中から人が集まり出

船入船で賑わい古町界隈には粋な料亭が立ち並ん

でいたのです。新潟は日本海海運、信濃川・阿賀野

川水運により栄えた湊町であり東堀通りも西堀通

りも文字通り昔は堀が張り巡らされ水運を担って

いました。もちろんその信濃川を上り五十嵐川と

の合流地点には数多くの船着き場が在り森先生の

三之町病院からおゝ乃さん発祥の角伍の石碑のあ

る五の町辺りは大いに賑わっていたことでしょう。

また新潟の街中ではその堀に沿って沢山の柳が植

えられていたため新潟は柳都（りゅうと）とも呼

ばれています。皆さん想像してみてください、お

掘り添いの柳の枝がなびく下を着物姿の芸妓が歩

く姿を、何とも風情があるではありませんか。 

2 日目の出し物は元宝塚

月組組長の越乃リュウさん

のショー。越乃リュウさん

のネーミングは新潟出身な

のでよくお酒の名前に多い

越の何とかって言う越から

取り、リュウは柳都の「りゅ

う」と空に昇る伝説の生き物の竜から名付けたと

仰っていました。そしてその越乃リュウさんのシ

ョーの後のディナーの越乃リュウさんの席がなん

と石黒幹事の隣ではありませんか、石黒幹事とど

んな話をしていたのか大変気になるところです。

皆さん後で根掘り葉掘り聞いてみて下さい。 

ここまで殆ど地区大会と無関係の話ばかりでし

たが最後に２つ嬉しい報告を。 

ガバナー賞として財団の一人当たり寄付額で 54

クラブ中、第 3 位を頂きました（賞状とバナー披

露）。因みに表彰状はありませんが米山記念奨学の

一人当たり寄付額でも 5位でした。 

また地区大会記念ゴルフ大会の発表があり団体

戦で見事準優勝を果たしました。この団体戦は上

位３名の成績が反映されるのですが準優勝に貢献

した上位３名の方は 10 位の斎藤良行さん、11 位

の斎藤孝之輔さん、27 位の佐藤義英さんでした。

他の方々の順位は成績表を掲示していますのでそ

ちらをご覧下さい、因みに参加者は 380名でした。

また田崎さんはグロス 76 という素晴らしいスコ

アでラウンドしましたが年齢順で同スコアの長岡

西の方がベスグロでした。 

次年度は我々北クラブがホストクラブです。そ

してホストクラブの店長は…失礼、実行委員長は

金子太一郎さんです。皆さんで一致協力して成功

させましょう！以上報告終わります。 

 

 

 

 

 

 

 

本日の行事 ： 地区大会報告会               2022 年 11 月 12 日（土）～13 日

地区大会 1 日目 地区指導者育成セミナー  
会場：ホテルイタリア軒 

開会点鐘 
髙橋秀樹ガバナー 
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武田恒夫 幹事 

11/12-13と 2日間開催されまし

て、宿泊含めて参加させていただ

きました。 

宿泊時の古町話は別の機会にご

報告します。 

２日間とも 200名程度の参加でした。 

イタリア軒で初日を迎え、講演として、第一地

域ロータリーコーディネーターの橋岡久太郎氏に

よる「ロータリー財団について」、米山記念奨学会

全副理事長の水野功氏による「米山記念奨学事業

について」を話されました。 

橋岡氏は能楽をされていて、３歳で初舞台、ブ

ラジル、韓国、ニュージーランド、フランス、オー

ストラリア、ベルギーなど世界で活躍されている

方です。 

① ロータリー財団の使命は我々ロータリアンが

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

じて世界理解、親善、平和を構築できるように

支援すること。 

② 米山は日本と海外の架け橋となる青少年、若い

人の人材育成が目的。日本と海外を結ぶ人づくり。 

ロータリー活動はこの２本柱で進められているこ

とを再認識しました。 

２日目は ANA クラウンプラザホテルで本会議が

行われ、藻谷浩介氏による「これがニッポン、新潟

の地域力を高める」をテーマで講演されました。 

新潟の強みでもある自然という資本を循環再生

させれば利子はつき続ける。 

また、マスコミ等で発信される情報では本質を

見落としてはならない。数字の正しい理解、算数

で読まなければならないと力説されていました。 

コロナ感染では 47 都道府県の中で人口比率で

考えたら感染率、重症化率が一番低いのは新潟県

である。死亡率の一番低いのは沖縄県(医療が充実

している) 

他にも若者の人口減少や高齢者増加等を数字で

説明をされていました。確かに入ってくる情報に

惑わされたり、思い込みで動いたりしていると思

います。 

やはり確かな裏付け、本質を見失わないように

しなければならないと思いました。最後に懇親会

で新潟出身で元宝塚の月組 組長の越乃リュウさ

んのステージがあり迫力に圧倒され見入ってしま

いました。ツーショット写真をうちのかみさんに

送ったら、「なんで一緒に撮ってんの」って怒られ

ました。なにせ宝塚ファンなもんで・・・ 

他に司会と実行委員とのコミュニケーションが

取れていないと感じました。 

ガバナーエレクト、ガバナーノミニーの紹介が

無かったのに誰も気づいていない。司会者の言い

間違いが多かったように感じました。 

全員が起立しているのに「皆様ご起立ください」

とか、着席のタイミングなのに立たせたままとか、

緊張しているとは思いますが、原稿にしか目が行

っていなかったのでしょう。２日目は司会者が変

わったので大丈夫と思っていましたが・・・一緒で

した。 

最後に一番良かったことを報告して終わります。

地区大会ゴルフコンペで我が北クラブが準優勝し

ました。上位三名 佐藤義英さん、齋藤孝之輔さ

ん、斎藤良行さんありがとうござました。 

他16名戦力になれなく申し訳ありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガバナーエレクト挨拶 
米山忠俊 GE 

ソングリーダー 
石本隆太郎 PG 

ＲＩ会長代理歓迎晩餐会 会場：ホテルイタリア軒 

古町芸妓の踊り 
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金子太一郎 地区大会実行委員長
（米山年度） 

地区大会に参加させていただき

ましたが、私の場合、１３日の日

曜日だけです。 

皆さんは、４ロータリーでバス

に乗って行かれましたが、私は日

曜日の朝、７時半の在来線に乗っていきました。 

日曜日の朝で、ネクタイをして乗っているのは、

私だけで他の乗降客はどこかに遊びに行くような

感じでした。久々に新潟駅に着きましたら、まっ

たくホームが新しくなっていて降り口を探すのが

大変でした。駅の雰囲気が首都圏の駅のようで、

近代的になった感じです。歩いてＡＮＡクラウン

ホテルまで行きましたが、朝の歩行がとてもすが

すがしい気持ちでした。 

地区大会で私は、次期地区大会のＰＲをするた

めに行ったのですが、そこで放映しました、三条

市のプロモーションビデオをご覧ください。 

～ 米山年度地区大会 開催告知動画 放映 ～ 

今回も地区大会の規模を縮小して、参加者が２

３０人前後でしたが、来年は通常の規模を予定し

てまして、１０００人規模を計画してます。一番

の問題点は、弁当や懇親会の料理です。三条北ロー

タリーの皆様のご協力をお願いして、成功裡で終わ

りたいと思いますので、ご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石黒隆夫 地区幹事 

今回の地区大会を来年開催す

る立場として運営面で気づいた

ところを報告したいと思います。

まず例年との大きな違いとして

来賓に知事、市長、会頭はなくロ

ータリー関係者のみでした。それに気付いた人も

ほとんどいなく全く違和感なくスムーズで良かっ

たと思います。そして、お土産がありませんでし

た。配布物として参加者名簿が初日２枚、二日目

１枚のみでした。このような大胆に削減され批判

も予想される企画を行った理由はこれまで年々エ

スカレートした地区大会の規模と負担を見直すた

めの布石だったようです。それを実行できるのが

今回のホストクラブである新潟ロータリークラブ

でした。来年度の選択肢が増えたことになり良か

ったと思います。司会者は２日間と女性会員が行

いました。二日目は新潟テレビ 21 の社長でした。

自社にはプロのアナウンサーが何人もいると思い

ますがプロを頼まず司会経験の全く無い社長が行

ったことも素晴らしいと思いました。懇親会のア

トラションも新潟ならではの 1 日目は新潟芸妓総

揚げで 20 名弱の素晴らしい踊りの披露と二日目

は新潟市出身の元宝塚月組組長越乃リュウさんの

歌をたっぷりと聴けました、それ以上に私の隣の

席ということで初めての地区幹事の役得でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次期開催地代表挨拶 金子太一郎実行委員長 

地区大会 2 日目 ANA クラウンプラザホテル新潟 

活動報告 
米山記念奨学生 

 
サボー ペーテル君 
(三人並ぶ左) 

ゴルフ大会 団体戦 

準優勝 
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行事予定（第４分区内ＲＣ） 
 

★上記以外ＲＣ 火曜日 分水・田上あじさい 木曜日 見附   

 

 

１５日(木) 三条東 RC 三条ロイヤルホテル ２０日(火) 三条北 RC 三条ロイヤルホテル 

１５日(木) 加 茂 RC 加茂市産業センター ２０日(火) 分 水 RC 新潟大栄信用組合本店  

１６日(金) 吉 田 RC 燕市吉田産業会館    11：00～14：00 

  10：00～15：00 ２１日(水) 三 条 RC 三条信用金庫本店 

１９日(月) 三条南 RC 三条信用金庫本店 ２２日(木) 三条東 RC 三条ロイヤルホテル 

   ２６日(月) 三条南 RC 三条信用金庫本店 
 

 

 

 

 

 
 

 

日 月 火 水 木 金 日 

    1 2 3 
     三条東 吉田 RC   
    

｢年次総会｣ 

燕 RC｢ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ｣ 

加茂 RC｢外部卓話｣ 

巻 RC通常例会 

休会 
 

4 5 6 7 8 9 10 
  三条南 RC 三条北 RC 三条 RC 三条東 RC 吉田 RC   

  ｢年次総会｣ 

松﨑孝史会長 

｢新入会員卓話｣ 

吉川将人会員 

｢年次総会｣ 

西山徳芳会長 

｢ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ会員増強｣  

燕 RC｢年次総会｣ 

加茂 RC｢会員卓話｣・

巻 RC通常例会 

｢年次総会｣ 

 

   

  

11 12 13 14 15 16 17 
  三条南 RC 三条北 RC 三条 RC 三条東 RC 吉田 RC    

｢新入会員卓話｣ 

関 博市会員 

｢年次総会｣ 

松山浩仁会長 

｢外部卓話｣ 

新潟地方法務局 

三条支局長補佐 

渡邊雄之様 

｢忘年会｣  

燕 RC未定 

加茂 RC｢家族忘年会｣ 

巻 RC夜例会  

夜例会  

18 19 20 21 ２２ 23 24 
  三条南 RC 三条北 RC 三条 RC 三条東 RC    吉田 RC   

    ｢忘年家族会｣ 

於 ｼﾞｵ・ﾜｰﾙﾄﾞ VIP 

 

燕 RC｢友人招待会｣ 

例会日変更 予定 

２２日(木)へ変更 

｢クリスマスパーティー｣ 

会場 餞心亭おゝ乃 

時間 18：30～  

 

｢忘年家族会｣  ｢社会奉仕事業｣  

燕 RC⇒12/19変更 

加茂 RC｢年次総会｣ 

巻 RC通常例会  

休会   

25 26 27 28 29 30 31  
三条南 RC 三条 RC 三条 RC 三条東・燕 RC 吉田 RC   
休会（年末） 休会（年末） 休会（年末） 加茂・巻 RC 

休会（年末） 

休会（年末）  

Ｒ５年 ３月１１日(土) 米山年度 ＰＥＴＳ ジオ・ワールドＶＩＰ 

４月１５日(土) 第４分区ＩＭ ホテル富士屋 

５月２０日(土) 米山年度 地区研修・協議会 燕三条地場産業振興センター 

12 月 

記帳受付 

地区予定 


