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会長挨拶：渋谷義徳会長  

最初に、本田会員、田口会員、

梨木会員におかれましては、こ

のたびの福昌寺さんの出火に際

し、類焼の心配をされたこと存

じます。紙面にて近火お見舞い

申し上げます。 

会長就任の挨拶に先立ち、このたび開催されまし

た会長幹事慰労会で進行上の不手際があり、出席

された皆さまに迷惑を掛けましたことをお詫び

申し上げます。ご存知の通り、福昌寺さんの出火

により、慰労会は開かれず取りやめとなり、解散

になりました。 

このことについて、その場に居合わせた会員には

決定を伝えましたが、席を離れていた人たちには

連絡が行き届かず、迷惑を掛けしてしまいました。

不測の緊急事態発生とはいえ、会長としての適切

な指揮が出来なかったことを深く反省していま

す。今後はかような不手際を起こさないように、

責任者としての自覚をもって事にあたりますの

で、何卒寛容の精神をもってお許しいただきたく

お願い申し上げます。 

ただ今、金子会長からバッジを引継がしてもらい

ました。2017-2018年度会長就任にあたり、一言

挨拶をさせてもらいます。 

初めての点鐘ゴングを上手く打ち鳴らせるか心

配でした。大変に緊張しています。 

平成２７年の指名委員会で、会長ノミニーとして

指名をいただき、１２月の総会で承認されて以来、中條パストガバナーを始め、歴代の会長経験者

や多くの皆さまから、アドバイスや励ましの言葉をいただきまして、本日に至ることが出来ました。 

力不足の私にとりまして、バッジの重さをことさらに感じ、身に余る重職ではありますが、役員理

事、委員長の協力、支援をいただきながら一所懸命努めてまいる所存です。どうかよろしくお願い

申し上げます。 

本日は、新入会員の梨本文也さんを迎えております。この後で入会式がありますのでよろしくお願

いいたします。 

本日の行事：「新会員入会式」 

クラブフォーラム「方針発表」 

◆本日の出席：６５名中４４名    

◆先々週の出席率：６６名中５５名 83.33％ 

         （前年同期 82.09％） 

        

◆先週のメークアップ 

 ６月２８日三条ＲＣ 山崎 勲、石川勝行 

   ２９日燕ＲＣ 中條耕二、加藤 實 

   ２９日三条東ＲＣ 

 山崎 勲、石川友意 

          樋口 勤、高橋彰雄 

   ３０日吉田ＲＣ 樋口 勤 

 ７月４日社会奉仕委員会 西村 護  

      佐藤秀一、本田芳久、松山浩仁 

      渋谷義徳、石黒隆夫 

 

＊本日の配布書類等 

 ・№1459週報 

 ・ロータリーの友７月号 

 ・ガバナー月信 １号 

・４ＲＣ合同名簿  

・決算予算書（一般会計・各 BOX会計） 

・年間行事予定表 ・地区バッチ 

　　  2017-2018年度 
　　国際ロータリー会長：イアンH.S.ライズリー「ロータリー：変化をもたらす」

　　第２５６０地区ガバナー：新保 清久「クラブと地区の変革をめざそう」

　　　　　　　　　－ＭakingＡＤifference in Ｃlub and Ｏur Ｄistrict－

三条北ロータリークラブテーマ

　　 　　　「ロータリーの魅力を再確認し、ともに変化をもたらそう」
　例会日：火曜日12：30～13：30

　例会場：三条ロイヤルホテル　℡34-8111

ＳＡＡ ：松山　浩仁 　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 ＡＤ：north@sanjo-nrc.org

例会日　２０１７．７ ．４   　　　　　　累計№１４６０ 　　当年№１

会　長：渋谷　義徳　　　　　　　　
幹　事：石黒　隆夫　　　　　　　　　
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私のクラブ運営のモットーは「明るく、朗らかに、和やかに」です。そして、活力が得られて、見

聞が広がる例会やクラブ行事、奉仕プロジェクト行事を目指したく思っていますので、どうかこん

な私ですが一年間お付き合いいただき、ご指導ご鞭撻をお願い申し上げます。 

なおクラブ細則に則り、本日の例会で、次年度会長エレクト、2020-2021年度会長すなわち会長ノミ

ニーに立候補される方を呼びかけます。立候補の有効期限は、７月３１日、今月一杯といたします。

積極的に立候補される方が現れることを期待していますのでよろしくお願い申しあげます。 

これで会長挨拶を終わります。ありがとうございました。 

幹事報告：石黒隆夫幹事  

・田中ガバナーより 事務所閉鎖のお知らせ 

6月 30日を持ってガバナーの任期を終了する事ができました 

ご協力ありがとうございました。8月末まで残務処理のため事務所は継続します。 

 6/25地区諮問委員会に於いて地区事務所は新潟市に決定しました。 

・新保ガバナー事務所より ロータリーレート変更のお知らせ 

         7月 1日より１ドル＝１１１円（６月まで１１０円） 

・日本事務局より ポールハリスフェロー達成認証について 

         星野義男会員７回  落合益夫会員５回 

・三条ＲＣより ６０周年記念誌恵送について    

・本日配布しました新年度名簿で佐藤義英会員の携帯番号と東Ｒｃ会長名が間違っております。 

訂正お願いします。 誤 090-   -   →正 090-   -  

誤 三条東 RC会長小林昭雄→正 本田秀子 

・決算・予算書を配布しました。備考蘭は予算の詳細です。決算詳細は現況報告書に掲載しますが、

ご質問等ありましたら直前会長幹事又は事務局までお願いします。 

・上半期会費納入のお願いを配布しました。7月 27日(木)迄に納入お願いします。 

 自動引き落としご利用の方は 7月 27日(木)に引き落としさせて頂きます。 

・地区バッチを配布しました。ガバナー公式訪問及び今年度の地区行事、地区委員会等で必要です。 

 

理事会報告：第１回平成２９年７月４日（火）11：30～12：30於：三条ロイヤルホテル 

出席者：渋谷義徳、高橋研一、渕岡 茂、石黒隆夫、石川勝行、松山浩仁、金子太一郎 

斎藤 正、石川友意、岡田 健、花井知之、外山晴一、西村 護、外山裕一、今井克義  

                        出席数１５/１５（内委任状１名） 

協議事項１.会長幹事ＳＡＡ慰労会決算＆繰り越し金確定報告    承認 

     2.ガバナー公式訪問の件    承認 

      8月 1日(火)15：30 歓迎会実施 会場：餞心亭 おゝ乃 

     3.社会奉仕事業の件      承認 

      11月 8日(水)18:30～ジオワールドＶＩＰ 

      尾木直樹氏講演会       

     4.握手タイムの件       承認 

      月１回最終週に実施  

和やかで厳

かな例会をめ

ざしておりま

す。ご協力宜し

くお願いしま

す。 

 

 

お客様紹介 

記念すべき第１回点鐘 
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委員会報告：ロータリー財団委員会 

渋谷年度の委員長を仰せつかりました石川です。１年間、財団へのご寄付宜しくお願

いします。 

会費と同時に寄付を・・と言う方はいつでも受け付けていますので事務局に申出て下

さい。今日は梨本さんの入会をお祝いして 10＆3を行ないます。ボックスを回します

のでご協力宜しくお願いします。 

 

クラブ会報・広報・雑誌・資料委員会  

今年度、委員長を担当します、森です。今日配布しました週報ですが、写真の画質が

悪いという声があり、紙質を良くしてみました。今年度はこれでやってみたいと思い

ます。今日配布しましたロータリーの友７月号で縦書きの最初の記事「減塩と健康寿

命」があります。 

大変偉い先生の素晴らしい記事です。私が日頃外来でお話ししていることがもっと詳しく書いてあ

ります。是非ご一読下さい。お願いします。 

＊＊＊＊＊ロータリー財団ボックス４日現在累計４５,０００円＊＊＊＊＊＊ 

梨本文也さんの入会を記念して 10＆3にご協力頂きありがとうございました。 

＊＊＊＊＊米山奨学ボックス４日現在累計１１６,０００円＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

吉田 文彦君 今年度米山の委員長の吉田です。年度目標が達成できますよう、皆様のご協力をお

願い申し上げます。 

坂内 康男君 米山委員です。今年度１年宜しくお願いします。 

高橋 彰雄君 渋谷会長以下役員のみなさま御苦労様です。 

中條 耕二君 渋谷会長、石黒幹事、松山ＳＡＡのスタートを記念して 

岡田  健君 年度始めです。今年度も宜しく！ 

福岡 信行君 吉田委員長、一年間頑張って下さい！ 

佐藤 弘志君 委員長に協力 

小林 繁男君 ＢＯＸに協力 

＊＊＊＊＊ニコニコボックス４日現在累計４２,０００円＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

渋谷 義徳君 梨本さん入会おめでとうございます。心から歓迎致します。 

本田 芳久君 先週は楽しい慰労会になるはずが、あんな事になってしまい、当会場としては誠に

申し訳ない気持ちです。会から近火見舞いも頂きまして、有難うございます。残念

な気持ち半分、あれ以上の延焼に繋がらずほっとする気持ち半分、微妙な気持ちで

ＢＯＸに協力です。 

中條 耕二君 梨本文也さんの入会を祝して。三条小学校の記念碑建立の役、奉仕させて頂きます。 

本間建雄美君 渋谷年度、一年間宜しくお願い致します。私用のため早退させて頂きます。 

早川 瀧雄君 渋谷会長、石黒幹事、松山ＳＡＡの船出を祝して 

中原 尚彦君 梨本文也さん、ようこそ三条北ロータリークラブへ！宜しくお願いします。 

石川 友意君 渋谷丸の船出を記念して。梨本会員を歓迎して 

森   宏君 今年度はクラブ会報・雑誌・広報・資料委員会、務めさせて頂きます。 

外山 晴一君 梨本さんの入会、大歓迎です。 

吉田 文彦君 新年度をお祝いして！ 

米山 忠俊君 新年度のスタートです。渋谷会長、石黒幹事、松山ＳＡＡ、役員の皆様ご活躍を願

い、お世話になります。宜しくお願いします。 

馬場直次郎君 時により過ぐれば民の嘆きなり 八大龍王 雨止めたまえ 源実朝 

       「信濃川の水位が上がっています」 

星野 義男君 渋谷年度に協力します。 
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大野 新吉君 本日は渋谷年度初例会です!!愈々渋谷丸山の船出です。渋谷年度が順風満帆で一年

を完走されますよう祈りつつ・・・ 

佐藤 弘志君 渋谷会長、石黒幹事、松山ＳＡＡ１年間宜しくお願いします。 

落合 益夫君 渋谷会長、石黒幹事、松山ＳＡＡ１年間ご苦労様です。 

佐藤 義英君 渋谷会長、石黒幹事、松山ＳＡＡの門出を祝して、１年間ご苦労様です!!      

金子太一郎君 渋谷会長デビュ－おめでとうございます。先日の慰労会は火災で中止になりとても

残念ですが記憶に残る日になりました。 

松山 浩仁君 今日から新年度！皆さん宜しくお願いします！！ 
梨本さん入会おめでとうございます！ 

石黒 隆夫君 梨本文也さん入会おめでとうございます。幹事の石黒です。宜しくお願い致します。 

羽賀 一真君 先週の慰労会は火事で中止となりましたが、人的被害や大きな延焼も無いのが不幸

中の幸いでした。ただ個人的にはＳＡＡとしての最後の一

言が「落ち着いて避難して下さい」という避難誘導の言葉

だったのが残念ではあります。渋谷年度の門出を祝して。

皆さん今年度もニコニコボックスへのご協力宜しくお願

いします。 

＊６月コメント賞 土田百合子前年度委員長ですが残念ながら退会され  

ましたので前年度副委員長岡田大介会員に代理でお受け取り頂きます。 

 

新会員入会式  

会員紹介 渋谷義徳会長  

梨本文也さんは株式会社タツミ、プレカット事業部執行役員という重職を担っ

て居られます。昨日、タツミの山口会長に推薦して頂いた事の御礼に伺いまし

た。ご本にも同席して頂きましたが、山口会長曰く「ロータリークラブへ行っ

て男を磨いてこい」と励まされて入会式を迎える事になりました。私と渕岡会

員で推薦させて頂きました。宜しくお願いします。 

梨本文也さん 

会社名：株式会社タツミ 執行役員 

  所在地：見附市芝野町 1232 番地 1  

 電話０２５８－６６－５５１５ ＦＡＸ０２５８－６６－７００７ 

 事業内容：建築用金属製品製造業 

本日から入会させて頂きます、梨本文也です。弊社は製造部門としては金

物部門とプレカット部門があります。私はプレカット部門を任されており

ます。県内外のハウスメーカーさんや工務店さん、ビルダーさんへの営業

活動を行なっております。今回の入会を機に会長から“いぶし銀の男にな

れ”と言葉をもらいました。皆様からご教授頂きながら活動に参加させて

頂き、人間性と品格を高められればと思っております。ご指導宜しくお願い致します。 

 

本日の行事：「今年度方針発表」

渋谷義徳会長 

ロータリーの魅力を再確認し、ともに変化をも

たらそう 

地区のテーマを受けて、クラブの年度テーマも、

“変化をもたらそう”をキーワードにいたしま

す。クラブには、入会歴や年令などによって、

さまざまな考え方や経験をもつ会員がいますの

で、クラブに新鮮なアイデアがもたらされ、地

域のニーズを幅広い角度から理解できます。 

何を、“どのように変化をもたらせばよいのか”、

クラブメンバーの意見を吸収し、議論を交わし

ながら目標を設定していきたいと思っています。 

ロータリーの基本をきちんと守る。そして魅力

あるロータリーを目指す。それが出席率を高く

し、会員の増加につながるものと思っています。

ロータリーの魅力を再確認しよう。 
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その為の手段として、先般“会員満足度意識調

査”を実施させてもらいました。 

メンバーのさまざまなニーズや期待を反映した

うえで、魅力あるクラブ運営を目指したいと思

っています。 

クラブ奉仕Ａ 斎藤 正委員長 

渋谷会長から５項目の要望があ

りました。この項目に則って活動

を進めて行きたいと思います。 

親睦を通して、奉仕の理想を実現

して行く事が活動であり目的です。 

三条南ＲＣの組織図ではクラブ奉仕部門をまと

めて「クラブ強化・運営部門」としております

が正にその通りの委員会です。渋谷会長の５つ

の要望は、結果的には会員増強が一番、会員増

強をめざしておられますので、クラブ奉仕Ａと

しては先ず会員増強をめざします。傘下の４つ

の委員会は全て会員増強に関わる委員会です。

これから１年間、会員増強をめざしてやってい

き、素晴らしいロータリーライフを送る事がで

きた渋谷年度だったと言えるような年度にした

いと思います。 

 

クラブ奉仕Ｂ 石川友意委員長 

クラブ奉仕Ｂの各委員会は、毎週

の例会において、密接な連携を図

りながら、活発な会の運営を担う

重要な５委員会でございます。先

般の合同委員会や家庭会合等で話合いをした結

果、各委員会がまとめました今年度の活動計画

を、委員会ごとに大まかな所だけまとめて 

みたいと思います。 

１. 出席委員会 

例会出席は会員の権利と義務であるとの意識の

徹底を図るべく活動してゆく。 

特にメーキャップや記帳の有効活用や長期欠席

者へのアプローチ等で出席率の向上を目指した

い。 

２. クラブ会報、広報、雑誌、資料委員会 

今年度、新しい取り組みとして、保存されてい

る過去の週報第一号から、ＰＤＦ化してホーム

ページ上で閲覧可能にすることや、新会員の会

社紹介記事の掲載、ロータリーの友誌の購読を

今まで以上に推し進めてゆく。 

３. 親睦委員会 

会長方針を受け、ロータリーの魅力を出せる親

睦活動を通じて、今まで以上に充実したクラブ

ライフを提案してゆきたい。先月の会長幹事慰

労会から数え、年間７回の夜例会を計画し会員

の皆様の親睦が深まるよう大いに工夫してゆく。 

４. プログラム委員会 

ロータリーの目標である「親睦と奉仕を促進し、

活気あるクラブ」となる様、プログラムを組み

立ててゆきたい。又、各委員会の担当や協力に

より「自分たちの例会」という実感が持てる様、

楽しい例会にしてゆく。 

外部卓話１０回、会員卓話５回、その他移動例

会もおこなってゆく。 

５. スマイルＢＯＸ委員会 

ＢＯＸへの寄附は、ゲストに対する歓迎、感謝

のコメントや会員の日常の出来事等のコメント

をできるだけ多く募り、月間ベストコメントで

記念品贈呈を行なう。 

今年度は夜例会でもＢＯＸをまわし寄附を募る。

今年度の社会奉仕事業等の財源を確保し、寄附

の状況を把握する為、こまめな委員会のミーテ

ィングを実施してゆく。 

以上、大まかな活動計画です。会員の皆様から

はいつでも色々なご提案、ご指導をいただきな

がら、活発な年度にしてゆきたいと思いますの

で、何卒よろしくお願い致します。 

 

職業奉仕 外山裕一委員長 

渡辺副委員長、星野委員、樋口

委員と４人で運営していきます。

下期に地区委員長の卓話と移動

職場例会を予定しています。 

移動職場例会は製造業の現場を見学したいと思

っています。皆さんから、事業所等を推薦頂け

れば、検討したいと思っています。宜しくお願

いします。 

社会奉仕 西村 護委員長 

渋谷会長と石黒幹事からの依頼

で事業は殆ど決まっているから

実行するだけでいいというよう

な安易な気持ちで受けてしまい

ましたが、予定していた事業が変更になり、大

変な事になってしまいました。皆様の浄財（ニ

コニコＢＯＸ）を使ってやるわけですので心し

てやらなければと思っております。11月8日(水)

にジオワールドＶＩＰで「尾木直樹氏講演会」

を開催します。 

皆様のご協力が無くては実行できませんので宜

しくお願い致します。 

 

国際奉仕 外山晴一委員長 

今、国際情勢が多難な折、国際奉

仕は大変重要な活動だと思って

頑張りますので宜しくお願い致

します。 
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青少年奉仕＆ライラ 佐藤弘志委員長 

１４歳から３０歳の若者を対象

に、スキルと人格を養いながら奉

仕、道徳的基準、平和といったロ

ータリーの価値観を学ぶ機会を

提供する。  

・ライラ研修への参加  

１０／１４～１５ ロイヤル胎内パークホテル 

シンワ測定２名・三条印刷１名の研修生を推薦

して頂きました。 

ロータリアン２名と参加したいと思っています。

研修生にとって何かきっかけを掴める研修にな

って欲しいと思っています。 

研修生を推薦して頂いた、渋谷会長、渡辺 徹

会員ありがとうございました。 

 

 

 

開会に先立ち、会長の引き継ぎを先に行ないました。 

  金子会長 → 渋谷会長へ（バッチ・木槌）の引き継ぎ 

  渋谷会長から記念品贈呈 金子会長・佐藤幹事・羽賀ＳＡＡ 

 

              大変お疲れ様でした 

 

 

 

 

今日から３人での進行宜しくお願いします。 

 


