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会長挨拶：金子太一郎直前会長  

皆さんこんばんは。 

今日は渋谷会長がお葬式のた

め代役をと連絡を貰いました。

本来なら渕岡副会長なのです

が、渕岡さんも都合が悪く、

急遽、頼まれました。 

この場に立つと６月の最後の

日を思い出します・・・・・。

色々残念だったのですが、私も会長が終わり３ヶ

月が経ちました。逆に渋谷さんが３ヶ月目です。 

１年前は何をしていたかと考えてみました。葛西

選手の講演会が 9月 24日でした。ＩＭがあった

りで会長としての年度が走り出しで楽しい時期

でもありました。葛西選手の講演会が終わった事

で肩の荷が下りた時期だったかなと思い出しま

した。 

11月 8日の尾木ママの講演会に向けて西村委員

長も大変な時期かと思いますが、皆さんの協力で

成功裡に終わらせて頂きたいと思っております。 

11月 8日というとこれも縁がありまして、６年前

に私が社会奉仕委員長の時に石川遼のお父さん

の講演会をしたのが 11月 8日でした。11/8は末

広がりでいい日です、大勢の方が来場されるので 

ないかと思います。 

北ＲＣ一致団結して成功裡に終わらせて頂きた

いと思います。 

幹事報告：石黒隆夫幹事   

・ＲＩ日本事務局より ロータリーレートのご案内 

           10月 1日より１ドル＝１１２円（現行１０９円） 

・三条ローターアクトクラブより １０月例会のご案内 

       第一例会 10月 12日(木)19：30～ 会場：リサーチコア 4Ｆ 

       第二例会 10月 26日(木)19：30～     〃 

 

本日の行事：「夜例会」 

◆本日の出席：６５名中４２名（内記帳６名）    

◆先々週の出席率：６５名中５４名 83.08％ 

          （前年同期 80.30％） 

             

◆先週のメークアップ（敬称略） 

 ９月２０日三条ＲＣ 岡田 健、 

          米山忠俊、山崎 勲 

   ２１日三条東ＲＣ 山崎 勲 

石川友意、高橋彰雄 

   ２１日第５回ゴルフ大会 １９名 

   ２６日新会員オリエンテーション 

         齋藤孝之輔、梨本文也 

         中條耕二、岡田 健 

         金子太一郎、石黒隆夫 

＊本日の配布書類等 

 ・週報№1470  

          

　　  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　２０１７．９ ．２６     　　　　　　累計№１４７１ 　　当年№１２

会　長：渋谷　義徳　　　　　　　　
幹　事：石黒　隆夫　　　　　　　　　
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・ロータリー米山記念奨学会より 功労者表彰について 

       高橋彰雄会員 第 16回（メジャードナー） 

       中條耕二会員 第 10回（メジャードナー） 

・ＲＩ日本事務局財団室より ポールハリスフェロー表彰について 

      坂本勝司会員 ５回 

      佐藤啓策会員・石川友意会員 ３回      

・川瀬ガバナーエレクトより 第２回スタッフ会議開催のお知らせ 

         日時 10月 11日(水)14：00～16：00 

         会場 三条信用金庫本店 3Ｆ会議室 

 

 

ＳＡＡより 次週１０月例会よりネクタイ着用でおねがいします。 

 

＊＊＊＊＊ロータリー財団ボックス２６日現在累計１７２,０００円＊＊＊＊＊ 

星野 義男君 魚長さんの例会に感謝して!! 

馬場直次郎君 今日の例会、無事に？開催されると願っています。楽しい例会ありがとうございま

す。 

吉田 文彦君 財団の岡田さんと目が合ってしまいました。協力します。 

岡田  健君 大ちゃんに協力です。 

高橋 彰雄君 協力致します。 

今井 克義君 なし 

岡田 大介君 心静かに自分と向き合った結果、財団に寄付することとしました。 

＊＊＊＊＊米山奨学ボックス２６日現在累計２５３,０００円＊＊＊＊＊＊＊ 

石丸  進君 オーシャンシステムさんのゴルフコンペに参加させて頂きました！ 

武田 恒夫君 吉田さんにここは何ですか？と聞いたら米山ですと言われたので・・ 

大野 新吉君 黄金の田畑を見られる喜び、幸せです。今夜は何事も無く終わりますように!! 

田口実仁佳君 協力しますね。 

吉田 文彦君 ９月もあと数日で終わり米山月間を迎えます。委員長セミナーに米山月間

行事、頑張ります。 

 

＊＊＊＊＊ニコニコボックス２６日現在累計２９３,０００円＊＊＊＊＊ 

中條 耕二君 齋藤孝之輔さん、梨本文也さん、新会員オリエンテーションお疲れさまでした。 

金子太一郎君 本日の夜例会、親睦委員の方々ご苦労様です。楽しみにしています。 

石黒 隆夫君 本日、新会員オリエンテーションに参加された皆様、大変ありがとうございました。 

早川 瀧雄君 夜例会楽しみにしていました。まさか近くに火事はないでしょうね。 

吉田 文彦君 親睦委員の皆さんに感謝して 

石川 友意君 親睦委員会の皆さんの夜例会のご苦労に感謝して!! 

斎藤 良行君 本日の夜例会宜しくお願いします。 
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落合 益夫君 ＢＯＸに協力 

西村  護君   〃 

本田 芳久君   〃 

佐藤 義英君   〃 

岡田  健君   〃 

 

本日の行事：「夜例会」 ～秋の夜長にしばしタイムスリップ～ 於：魚長 18：30開会点鐘 

今日は懐かしい写真を見て頂き、３０年の歴史のほんの一部ですが思い出に

花を咲かせ、初めて見る方も多いと思いますので当時の話をお聞きして楽し

んで頂ければ幸いです。お金を掛けずに手をかけました。ご容赦頂きご覧下

さい。宜しくお願いいたします。 

                 

懐かしの写真を見て

一言 

   

 

 

 正しい乾杯です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中締め 

 

髪が黒、誰これ？、ちょっと恥ずかしい、若さ故の・・・、

何処の組の・・・など 

いろいろな写真に感動？のひとときでした。 

誌面に載せるには・・・の為ご希望の方にはデータ

ーお貸しします。 

親睦活動委員さんありがとうございました。 
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誕 生 日              結婚記念 

会  員        ご夫人   

斎藤  正  ５    外山真智代  １     山崎  勲・八重子  １ 

梨木 篤史 １３    神田トモ子  １     佐藤 啓策・弘子  １０ 

佐藤 啓策 １９    浅野 正子 １０     坂本 勝司・敏子  １８ 

早川 瀧雄 ２５    金子 節子 １１     高橋 彰雄・淳子  ２２      

神田 敬宏 ２６    斎藤ことみ ２１     小林 繁男・三千世 ２４  

              本間 絹枝 ３０     佐藤 弘志・奈緒子 ２６ 

              青木 征子 ３０               

羽賀 麻美 ３１  

 

 

第５回ゴルフ大会 平成２９年９月２１日（木）月岡フォレストゴルフ倶楽部 

参加者（敬称略）：白倉昌夫・佐藤義英・加藤 實・中條耕二・石川一昭・武田恒夫・中原尚彦 

         外山裕一・丸山正男・坂本勝司・佐藤弘志・丸山 勝・外山晴一・今井克義 

         岡田大介・落合益夫・米山忠俊・石丸 進・花井知之 

優勝：外山裕一  準優勝：落合益夫 三位：佐藤弘志  

 

優 

最高齢中條耕二さんの乾杯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             優勝者外山裕一さん    

１ ０ 月のお祝


