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皆さん、明けましておめでとうご

ざいます、本年も宜しくお願い致

します。 

今年の新潟は例年と比べて雪も

少なく比較的穏やかな正月を迎え

たのではないでしょうか。世界で

はロシアのウクライナ侵攻や未だ

に続くコロナの波がありますが早く平穏な年にな

って欲しいと思います。私はここ数年、京都で新年

を迎えているので後ほどそちらの話をさせていた

だきたいと思います。 

さて私の任期も残すところ 6か月となりましたが

あと半年、お付き合い下さい。そして 7月からは森

年度にバトンタッチする訳ですが同時に米山ガバ

ナー年度がスタートします、クラブ、地区共に皆さ

んで盛り上げていきましょう。そしてその米山夫妻

がオーランドに出発するため 6 日の日に燕三条駅

にお見送りに行って参りました。石川直前会長、石

川友意さん、渕岡さん、丸山勝さん、渋谷さん、武

田幹事、事務局の平岡さん、そして私の 8人で石川 

さんの作った横断幕を持って盛大に見送って参りました。当日に羽田で PCR 検査の陰性証明をもらい 7

日の出発という事で長旅になりそうでしたが意外と奥様の方がしっかりされていたので楽しんで来て欲

しいと思います。 

そして同じく 6 日の三条新聞に吉田文彦さんが大きく報じられていました。2 月に中越地区の４JA が

合併し県内最大の 7万６千の組合員を抱える JAえちご中越に生まれ変わりそのトップである会長に就任

されるという事で誠におめでとうございます。また今朝の三条新聞にも岡田大介さんが掲載されていた

事も併せて報告させていただきます。 

 

 

・津南ＲＣより、｢事務局移転のご案内(住所変更のお願い)｣ 

移転先：中魚沼郡津南町大字下村啓治船渡戊 216番地 1 

(株)高橋工務所 2F会議室 tel 025-765-3145 fax 025-765-3907 

 

◆本日の行事：「新春例会」 

◆本 日 の 出 席 ：５３名中３４名 

◆先々回の出席率：５４名中４６名 85.19％ 

（前年同期 78.95％） 

◆本日のオブザーバー： 

米山記念奨学生 サボー ペーテル君 

◆12 月 27 日の記帳(敬称略) 

三 条 RC 石橋育於 

三条南 RC 星野健司 

三条東 RC 栗山正男 

◆先週のメークアップ(敬称略)： 

12/16 吉田ＲＣ    田中耕太郎 

12/22 三条東ＲＣ   樋口 勤 

1/8-1/13 国際協議会  米山忠俊 

＊本日の配布書類等 

・ガバナー月信 1 月号（閲覧） 

・ロータリーの友 1 月号 

・週報 No.1689. 1690 

 

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 ２０２３年１月１０日 第１６９１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.23 

  

  

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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石黒隆夫 地区幹事 

米山年度の本番の年となりました。

7 月からスタートと思われるかも

しれませんが、実はこの 1 月から

12 月の間で４大大会と公式訪問

が終るので、今年の一年が勝負だ

と思っていただきたいと思います。 

1月 28日には地区運営会議が開催され、3月に

はＰＥＴＳが開催されます。各実行委員長さんは

非常に大変ですので、皆さんのご協力をお願いい

たします。 

今、米山 GEの行かれている国際協議会で、9日

にテーマが発表されました。「世界に希望を生み

出そう」です。これを受け米山ガバナー年度の基

本方針が決まっていよいよスタートとなります。

ご協力の程よろしくお願いいたします。 

第 7 回  役員理事会議事録  

開催日時 令和 5年 1月 10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 １７名（委任状 ２名）/１７名   

松山浩仁、森 宏、高橋研一、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、安藤 宰 

協議事項 協議結果 

1. 松山年度理事追加の件 安藤宰会員は次年度幹事就任のため 

副幹事として理事に就任 

承認 

2. 修正予算案の件  承認 

3. ＢＯＸ状況報告  承認 

4. 下半期行事予定の件  承認 

5. 次年度委員会組織の件  承認 

6. 新会員候補の件 2名の候補者 承認 

7. クリスマスパーティー決算報告  承認 

8. 新年会企画の件  承認 

9. 移動例会 企画の件 1月 24日(火) 法華宗総本山 本成寺様 承認 

10. 職場例会（移動例会）企画の件 2月 21日(火) オーシャンシステム様 承認 

11. 第 4分区会員名簿作成の件  承認 

12. (一社)比国育英会バギオ基金へのご寄付のお願い 協力しない 承認 

13. 役員理事新年会の件 実施する 承認 

委員会報告 

 
サボー ペーテル 君 

 

日本でお正月を過ごしたのは 2 回目になります。今年は 12 月年末

に東京へ行って、正月は東京で過ごしました。1 月 1 日には初詣に

行き、今年は餅は食べませんでした。まだ論文に頭を悩ませている

ので、早めに新潟に帰り忙しくしてました。来年は初詣に行ったり

餅を作ったりとか機会があったらやりたいと思います。 

米山記念奨学会 奨学金授与 

2023-24年度 ＲＩ会長テーマ 

「世界に希望を生み出そう」 

サウス・クイーンズフェリー・ロータリークラブ

（スコットランド）の会員であるゴードン R. マッ

キナリー国際ロータリー会長エレクトは、1月 9日、

米国フロリダ州オーランドで開催中のロータリー

国際協議会で講演し、2023-24年度会長テーマを発

表されました。 

「私たちの目標は、破壊的な紛争から世界が立ち

直れるように、希望を取り戻すことです。そうすれ

ば、私たち自身のために持続可能な変化をもたら

すことが可能となります」とマッキナリー氏は述

べました。 
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金子太一郎 クラブ会報・雑誌委員長 

会報委員会からロータリーの友をご紹介いたします。P.4ジェニファー・ジョーンズＲ

Ｉ会長のメッセージと、P.22 にロータリー研究会が載っております。昨年の 11 月 21～

22日にジェニファー・ジョーンズＲＩ会長が来日され、神戸のポートピアホテルにロー

タリー関係者約 640 人が集まり会合をした報告が載っております。親日家で親しみを感

じるところがあります。P.30 ロータリーの友が 70 周年を迎えます。1990 年から現在ま

でのバックナンバーを辿る形で過去の出来事が掲載されております。P.46 地区大会報告のページでは第

2790 地区に高橋英樹さんの写真がございますが、実は高橋英樹さんもロータリアンでいらっしゃり講演

をされ、1,400人が一堂に会したと書かれています。通常であれば新潟の地区大会は 1,000人位で開催し

ておりますが、2790地区は今回、通常の形式で開催したと書かれています。縦 P.20錦鯉が有名な小千谷

市の小千谷ＲＣが載っております。小千谷駅前のニシキゴイをかたどった地下道入口のリニューアルを

されたそうなので機会がございましたらご覧ください。縦 P.19｢バイクで広がる、親睦グループの輪｣全

国のロータリアンの共通の趣味を持った方々が、地区を乗り越え交流されているという和やかな記事が

載っております。九州地区のロータリアンが北海道まで行き親しく語り合ったそうです。以上です。 

 

 

 

    

松山 浩仁 君 明けましておめでとうございます。あと半年、よろしくお願いします。  

石川 一昭 君 ＢＯＸ席に座りましたのでご寄付致します。  

外山 裕一 君 目の前にＢＯＸがありました。協力します。  

落合 益夫 君 ＢＯＸに協力。  

石川 友意 君 新年おめでとうございます。今年も何卒ご寄付よろしくお願い申し上げます。  

    

    

    

松山 浩仁 君 明けましておめでとうございます。ペーテル君、日本の正月はいかがでしたか。  

石黒 隆夫 君 明けましておめでとうございます。 

米山年度 本番の年です。更なるご協力をお願い致します。 

 

福岡 信行 君 新年明けましておめでとうございます。皆様 本年もよろしくお願いいたします。  

石川 友意 君 ペーテル君を歓迎して!! 新年にあたり協力します。  

羽賀 一真 君 あけましておめでとうございます。大野副委員長に協力します。  

石川 一昭 君 ＢＯＸに協力致します。  

渕岡 茂 君 今年も米山を宜しく頼みます。  

大野 新吉 君 新年明けましておめでとうご座います。米山奨学に今年も何卒宜しくお願いします。 

ペーテルさん、クリスマスパーティー ダンスで体を痛めませんでしたか？ 

 

    

    

    

松山 浩仁 君 北ロータリークラブの皆さん、明けましておめでとうございます。 

本年もどうぞよろしくお願いします。 

 

高橋 研一 君 新年を迎えまして、明けましておめでとう御座居ます。 

予算達成のため少額ですがご協力します。本年もよろしくお願いします。 

 

森   宏 君 次年度委員会組織案、本日理事会で承認いただきました。 

来週発表になりますが、皆様ご協力宜しくお願い致します。 

 

石川 勝行 君 新年お目出とうございます。今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。  

本間建雄美 君 あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願い申し上げます。  

花井 知之 君 新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。  

石川 友意 君 新年にあたり協力します。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。  

田口実仁佳 君 あけましておめでとうございます！ 本年もよろしく！  

落合 益夫 君 本年もよろしくお願いします。  

斎藤 良行 君 あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。  

１月１０日現在累計  ２０５，０００円 

ロータリー財団 BOX  

１月１０日現在累計  １５５，０００円 

米 山 奨 学 B O X  

１月１０日現在累計  ５０３，０００円 

ス マ イ ル B O X  
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坂内 康男 君 令和五年 新年おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。  

丸山 勝 君 新年 明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。  

今井 克義 君 今年もどうぞ宜しくお願いいたします。  

石川 一昭 君 あけましておめでとうございます。先週 6 日米山ガバナーエレクトご夫妻がアメリカ 

オーランドへ出発致しました。8名のクラブ会員がお見送りに行って来ました。ご報告

までです。 

 

渋谷 義徳 君 明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。  

金子太一郎 君 本年もよろしくお願いします。今年は米山ガバナー年度です。皆さんで盛り上げまし

ょう。 

 

佐藤 義英 君 明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。ＢＯＸに協力!!  

武田 恒夫 君 明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願いします。  

齋藤孝之輔 君 あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。  

外山 裕一 君 新年明けましておめでとうございます。ＢＯＸに協力します。  

大橋 桂子 君 本年も宜しくお願い致します。キャ≁≁この心の叫びはご想像にお任せします。  

宮川雄一郎 君 ワイドで 3点勝ち感謝。  

野崎 喜嗣 君 明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。  

    

 

 

 

松山浩仁 会長 

 

 

 

 

 

辰巳神社： 

名前の由来は御所か

ら見て辰巳（南東）

の方向にあることか 

ら。祇園の人たちの信仰が厚く芸事の神様であることから芸妓さんや舞妓さんが手を合わせる姿をよく

見る。また近くに南座があることから役者さんも多く奉納されておりドラマの撮影も多い。 

岡崎エリア： 

平安神宮や南禅寺、美術館やシアターもあり京都でも 1,2の人気エリア。 

平安神宮： 

平安遷都１１００年

を記念して明治 28

年に創建。社殿は創

建当時の平安京の正

庁の 5/8 の規模で再

現、平安時代の建築

技術の粋を感じられ

る豪華絢爛の建造物。 

大鳥居： 

昭和天皇のご大礼の記念事業として建てられ岡崎のシンボル、国の文化財にも指定されている。 

 

 

本日の行事 ： 「新春例会」                       
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南禅寺： 

臨済宗南禅寺派大本山。歌舞伎で石川五右衛門が 22 メートル

の三門から春の桜を愛でながら「絶景かな～、絶景かな～」と

見得を切るセリフは有名。 

水路閣： 

サスペンスドラマには欠かせないロケ地でアニメや映画にも

よく登場します。琵琶湖疎水事業にともない明治 21年に完成。

当時は景観を損ねるなどの反対意見も多かったが現在は禅寺

の侘びた趣にふさわしいと絶好のフォトスポットになってい

ます。 

南座： 

江戸初期に起源を

発し同一の場所で

今日まで興行を続

けてきたという意

味では日本最古名

前の由来は四条通

りの南側に位置し

ているため。 

八坂神社： 

平安遷都前の 656

年に建立。全国

2300社の祇園信仰

神社の総本山。あ

らゆる災いを祓う

神様として信仰さ

れ日本三大祭の一

つ、祇園祭も当時

流行した疫病を鎮

めるために 1150

年に始まった八坂

神社の祭礼。 

花見小路： 

京都一の歓楽街。 

三条でも東別院の参道が本寺小路であるように八坂神社の参道である四条通りの両脇に祇園の花街が

あり神仏と歓楽街は表裏一体。信仰も疎かに快楽にばかり溺れないように気をつけましょう。 

 

武田恒夫 幹事 

明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。 

正月明けは雪も少なく、仕事始めの 4 日の朝の一番の仕事が除雪でなかったのが一

番良かったです。 

昨年末の出来事として 12 月 18 日～20 日までの大雪。実は大阪のお客様ご夫婦と新

潟の鉄鋼メーカー、商社の方たちと 3 年ぶりの一泊忘年会を蓬平温泉で予定してい
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ました。18 日、大阪からの飛行機をあきらめ、新幹線で東京経由で新潟入りに変更したのですが、名古

屋での停電騒ぎで 4 時間新幹線の中で閉じ込められ、新潟に着いたのは 22 時半くらい。そこから夕食、

終わったのが夜中の 1 時半。なんとかホテルまでたどり着き、翌朝うちの奥さんから電話が来て「何時

にホテルを出るの?」と聞かれ 10時って言ったら「ムリムリ」三条は大変なことになってるとの事。ナビ

の案内通り渋滞を避けながら三条に戻れました。道中、宿泊予定の旅館から「除雪が間に合わないので、

今日の宿泊はキャンセルしてほしいと・・・・」どうしたらいいんや～。 

運よく月岡温泉の泉慶が取れ無事に忘年会が出来ました。新潟のお客様、コンパのお姉さんたちは新潟

まで 3時間以上かかったそうです(^-^; 

 

三が日はほとんど家か会社にいました。 

仕事納めの日に全員で思いついた社内の十大ニュースを皆に配布できるように作ったり、何十年も続い

ている恒例の書初め(一年の目標、決意、思いを文字にする)を初出の日に持参し社員全員分を事務所の

壁に掲示しています。 

そしてそれをテーマに朝礼で発表しています。私は「変化」と書きました。鉄鋼業界はここ３年価格を初

めとして、大きく変化しています。過去経験したことのない変化です。 

メーカーの再編、商社の再編や統合。三井物産も新潟から撤退しました。 

今年は我々流通の再編、統合に向かうと思われます。粗鋼(鉄の生産量) 

年間１億トン超えが何年も続きました。コロナ禍に入って 9千万トン～8千万トンに減っています。鉄鋼

メーカーも 8千万トン時代に舵を切っています。 

20%減ります。よって流通も 20%多すぎます。 

そのために変化を早くキャッチし乗り遅れないようにと社内で訴えています。 

 

１月 2日に宝徳稲荷大社へ初詣に行ってきました。 

今年は雪も少なく渋滞もなかったのですが、行く途中高速の栄パーキングを越えた所でつがいの二羽の

カラスが車に向かってきて内一羽のカラスが左のサイドミラーに激突。ミラーが外れてしまい、長岡イ

ンターの料金所を過ぎたところで恐る恐る車を降り確認。カラスはいませんでしたが、白い跡と、少しの

傷を発見。その後宝徳さんでカラスの分もお祓いしてきました。帰りつがいのもう一羽のカラスが気に

なり道を変えて帰ってきました。 

うちの奥さんの一言「カラスが可哀そう」・・・ 

なんでやねん・・・  という正月でした。 
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