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会長挨拶：渋谷義徳会長  

月半ばでやや行事が少なくなっ

てきていますが、皆さまにはそれ

ぞれの事情がおありの中を今週

も例会に出席いただきありがと

うございました。 

本日の例会行事はクラブフォーラム、担当スマ

イル BOX羽賀一真委員長となっております。 

初めての経験ですので、どんな例会になるのか

期待しています。 

3月も中旬になりますと、三寒四温を繰り返し、

穏やかな日が続きますので、いろんな面で助か

ります。3月は私の会社では一年中で一番忙しい

月で、売上も格段に上がる月ですので、社員の

動きも活発になり、仕事の能率があがることと

喜んでいます。 

この 1週間もいろいろな出来事がありました。 

ピョンチャンパラリンピック開幕、東日本大震

災後 7年の行事、トランプ大統領と金 正恩委

員長の米朝首脳会談、直近では、学校法人森友

学園文書書き換え疑惑など話題に事欠かない 1

週間でした。 

その中でも、私が一番興味を持ったのが、パラリンピックアルペン女子滑降座位の花岡桃佳選手の

滑りでした。下半身麻痺の体で、標高差 600ｍを最高時速 100ｋｍを超えるスピードで、急斜面・

緩斜面のコース取りと操作を超絶な技で滑り降りていく姿に驚きと感動を受けました。銀メダル表

彰後のインタビューも実に爽やか表情で、健常者・障害者を問わず、これがアスリートの表情なの

だと改めて見入っていました。その他にも、全盲の人と健常者が組んで、滑降する競技も、全盲の

選手が目が見えないとは思えない程に、先導する健常者の滑りにピッタリと合わせ滑り降りる技術

を初めて見たので、こちらからも大きな感動を受けました。 

本日の行事：クラブフォーラム 

◆本日の出席：６５名中３３名    

◆先々週の出席率：６５名中４９名 75.38％ 

          （前年同期 77.27％） 

◆２月の出席状況：会員数６５名 

例会数 ４回 

平均出席率 73.46％ 

前年同月 80.30％ 

 

◆先週のメークアップ（敬称略） 

 ３月８日燕ＲＣ 加藤 實 

   ８日三条東ＲＣ 中條耕二、石黒隆夫 

      石川友意、山崎 勲、大野新吉 

      落合益夫、岡田 健、高橋彰雄 

      石川勝行 

   ９日吉田ＲＣ 樋口 勤、岡田 健 

          中條耕二     

＊本日の配布書類等  

・週報№1492 

・障害者雇用促進セミナー チラシ 

　　  2017-2018年度 
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　　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」
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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」
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３月８日の新潟日報紙面に公立高校入試問題と正答例が載っていましたので、興味本位にいくつか

の学科にトライしてみました。文系の国語、社会、英語までは、年の功で解答できる設問がありま

したが、理数系の学科の設問は全く解答できませんでした。今の中学生はこんな難しいことを学ん

でいるのかと、つくづくたいへんだな～と思いました。 

私の孫娘も高校入試を受けているので、思い通りの志望校に合格してくれれば嬉しいのですが、

心配しています。当の本人は意外としっかりしていて、受験終了後の翌日に顔を出して明るい笑顔

を見せていたので、自信があるのだろうかと安心しているものの今週末の結果発表での吉報を待っ

ている次第です。 

 明日はホワイトデーです。昨日新潟のデパートに立ち寄った際、お菓子売り場にホワイトデー専

用窓口が設けられていて、親子連れでお返しの品を探してたり、ビジネスマンが品物を抱えて売り

場をうろついているのを見て、何となく気分が晴れやかになり、私も買い物をしてきました。 

あいさつをおわります。ありがとうございました。 

幹事報告：石黒隆夫幹事 

・地区米山記念奨学委員長より 米山カウンセラー研修会開催のご案内 

               日時 3月 31日(土)12：00～ 

               会場 ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟 

・三条ローターアクトクラブより ４月第一例会のご案内 

               日時 4月 12日(木)19：30～ 

               会場 三条燕地域リサーチコア 4Ｆ 

・川瀬年度奉仕プロジェクト委員長より 奉仕プロジェクト委員会のご案内 

               日時 4月 7日(土)16：00～ 

               会場 越前屋ホテル 

 

お願い (株)アイエスエフネットライフ 三条営業所長 日高嘉信様   

障害者雇用促進セミナーのご案内 3月 15日(木)13：00～15：00 三条ものづくり学校において障

害者雇用の課題解決に向けてセミナーを開催します。 

雇用主の皆様から参加頂きご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

＊＊＊＊＊ロータリー財団ボックス１３日現在累計２６５,０００円＊＊＊＊ 

星野 義男君 ロータリー財団に協力!! 

本田 芳久君 ＢＯＸに協力を！ 

石川 一昭君 花粉症 今年も来たね 悪い友!!早めの治療をして下さい!! 

 

＊＊＊＊＊米山奨学ボックス１３日現在累計４４６,０００円＊＊＊＊＊＊＊ 

田口実仁佳君 協力します。 

岡田  健君 ＢＯＸに協力 

渕岡  茂君 春です。吉田委員長になりかわり宜しく頼みます。 
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＊＊＊＊＊ニコニコボックス１３日現在累計６９８,０００円＊＊＊＊＊＊ 

渋谷 義徳君 羽賀ＢＯＸ委員長ガンバレ、声援を送ります。 

石黒 隆夫君 羽賀委員長よろしくお願い致します。会社も奥様もキレイでうらやましいです。 

中條 耕二君 埼玉県にいる五番目の孫が大学に入りました。学校の先生になるのか？ 

岡田  健君 うちのばあさんが買ってきた木瓜（ボケ）の蕾が今朝、開き始めました。「ゆめ」

という種類らしいです。薄ピンクの愛らしい花に癒やされました。 

佐藤 義英君 ＢＯＸに協力!! 

米山 忠俊君 今日は漸くいい天気になりました。ニコニコです。 

森   宏君 今朝、早起きしてジョギングしたら寒くて縮みあがりました。まだ朝は冬でした。 

石川 友意君 ＢＯＸに!! 

山中  正君 羽賀委員長、例会担当ご苦労様です。 

本間建雄美君 スマイルＢＯＸにご協力ありがとうございます。今後も宜しくお願いします。 

羽賀 一真君 今日は改めて後程、３０分も卓話する事になっているので今から緊張しています。

「緊張するのは凡人」と６歳の天才少女ゴルファーが言ったらしいですが、

おっしゃるとおり僕は凡人です。 

 

本日の行事：「クラブフォーラム」担当：スマイルＢＯＸ委員会  

羽賀 一真 委員長 

今年度プログラム委員長で

あり会長エレクトである高

橋研一さんから、過去に前例

のない、また今後もひょっと

して今回が前例とはならな

いかもしれない、スマイル

BOX 委員会担当のクラブフォーラムをせよ、と

のことですので、させていただきます。 

第1部はスマイルBOXの現在累計報告と昨年度

収支報告です。 

第 2 部は今年度皆さんからお寄せいただいたス

マイル BOX へのコメントのダイジェストです。 

第 3 部は高橋プログラム委員長からのリクエス

トである次年度に予定している結婚記念日の人

から奥さんとの出会い話を抜き打ちでしてもら

おうとのことで、要するに、のろけ話です。し

ょうがないので今日は羽賀と、言いだしっぺの

高橋さんからもしてもらいます。 

 

第 1 部 

ニコニコボックス現在累計は、お手元の週報を

ご覧ください。いくらでしょうか？ 

昨年度の収支報告は、お手元にお配りしました

資料をご覧ください。 

使途目的を確認することによって、ニコニコ

BOX へのご協力の気持ちもわくのではないで

しょうか。

 

第 2 部 

私も毎週ニコニコ BOX で皆さんの近況報告をお聞きするのはとても楽しみにしています。 

2017－2018 年度 皆さんからお寄せいただいたニコニコ BOX コメントダイジェストです。 

（例会行事案内、お客様や入会歓迎、訃報などは割愛しました。俺のがないっていうのはご容赦く

ださい） 

7.4 会長幹事 SAA 慰労会の翌週 

本田芳久さん：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
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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。 

中條耕二さん：三条小学校の記念碑建立の役、奉仕させて頂きます。 

馬場直次郎さん：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」 

7.11 

田口実仁佳さん：今日も皆様が良き日でありますように。 

森 宏さん：毎年の事ですが、熱中症で運ばれてくる人が出てきました。皆さん、炎天下のゴルフ

は気を付けましょう。 

7.18 

石黒隆夫幹事：雨が落ち着いて良かったです。 

斎藤良行さん：昨日、三条市民ゴルフ大会を開催させて頂きました。ご協力頂いた皆様ご参加され

た皆様、誠に有難うございました！また来年も宜しくお願い致します。同好会なかなか出られず済

みません・・・・ 

星野義男さん：昨夜の雷雨で目が覚めました。被害がなくてよかった。 

武田恒夫さん：（7 月のベストコメント賞） 

この３連休、北海道へおじさん達８名で行って来ました。楽しみにしていたゴルフ２ラウンドは大

雨の中、おまけに２日目のラウンドは更に大雨でハーフで終了。初日のお出迎えは３７℃の気温・・・

楽しかったです。 

森 宏さん：昨日は東京日帰り、帝国ホテルのパーティー楽しんできました。 

7.25 公式訪問事前訪問 皆さんガバナー補佐への歓迎コメントでした。 

8.1 新保ガバナー公式訪問 皆さんガバナーへの歓迎コメントでした。 

8.8 

松山浩仁 SAA：今年度６回目の例会ですが、６回中３回警報が出ています。皆さん十分ご注意下さ

い。 

森 宏さん：（8 月のベストコメント賞） 

娘の友人がスペインから遊びに来て（なぜか男性）英会話で楽しいひとときを過ごしました。 

8.22 

米山忠俊さん：熱夏も僅かです。もう少し元気で頑張りましょう。 

笹原壯玄さん：やっとお盆が終わり一段落です。高齢者には肉体労働は酷です。もう今度はダメで

す。 

石川友意さん：昨日、妻の手首の手術が無事終わりました。一週間程入院でしばらく独身状態です。 

8.29 

岡田健さん：暑さも程々になりました。私も体調不良で苦しみましたが終わったと思います。秋は

元気でいきたいです。 

森 宏さん：今朝新潟の海岸をランニングしていたらサイレンが鳴り、ミサイルがこの地域を通過

したと聞き思わず空を見上げ、これが見納めかと思いました。 

吉田文彦さん：暑い夏が終わり実りの秋を迎えます。平和でみんなニコニコ。実り多い季節になり

ますように！ 

梨本文也さん：先週無事、４５回目の誕生日を迎えられ、ますます良い年になることを祈念して。 
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9.5 

外山 晴一さん：日馬富士、照ノ富士の故郷モンゴルに行って来ました。モンゴルは良かったです。 

森 宏さん：今年は佐渡トライアスロンに行けずさびしかったですがＩＭは大変勉強になりました。  

9.12 

馬場直次郎さん：先週の金曜と昨日、三之町病院で胃カメラ、大腸検査をして貰いました。問題が

ないとのこと安心しました。 

9.19 

森 宏さん：コメント賞で頂いたワインを持って土日、佐渡旅行に行って来ました。 

笹原壯玄さん：（9 月のベストコメント賞） 

彼岸ですが、本成寺では今ポケモンで賑わっております。良いのやら悪いのやら！ 

9.26 皆さん夜例会を楽しみにしていましたとのコメントでした。 

早川 瀧雄さん：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。 

10.10 

小林繁男さん：えひめ国体軟式テニスに孫が出場、私も四国まで行って来ました。高校男子１回戦

で負けました。 

森宏さん：昨日は新しいコースの新潟シティマラソン走って来ましたが港トンネル内の空気がよど

んでいて気分が悪くなりました。 

笹原壯玄さん：彼岸が終わったら１０月はお会式が１２日、１３日と催されて休む暇もありません。

早引きします。 

10.24 

森 宏さん：日曜日、台風直前に雨の中ゴルフ、またボロボロでした。 

馬場直次郎さん：台風一過、秋晴れの天気になりました。何事も無くてニコニコです。 

10.31 

田口実仁佳さん：10 月 26 日北ロータリーゴルフ会長杯、ハンデ 50 を頂き、優勝させて頂きました。

ありがとうございました。 

佐藤義英さん：（10 月のベストコメント賞） 

地区大会参加の皆様大変ご苦労様でした。私は所用で欠席しましたが記念ゴルフ大会で北クラブが

団体準優勝となりました。これも古閑美保プロの隣で記念撮影したお陰だと思います!! 

金子太一郎さん：この一週間で湯沢のドラゴンドラ、京都嵐山の渡月橋と紅葉を堪能してきました。 

渕岡茂さん：今日は我が社、年に１度の決算棚卸しです。我が社も「変化」を求めて企業努力です。

2017-18 年度ロータリーテーマ「変化をもたらす」 

11.21 

大野新吉さん：去る１９日おゝ乃でのイベント山田姉妹を迎えての昼のコンサート、夜のディナー

ショーに多くの会員の皆様からご参加頂き盛会の内に終了させて頂きました。感謝感謝です。 

佐藤義英さん：賞品の村上牛、大変美味しく頂きました。 

11.28 

丸山勝さん：（11 月のベストコメント賞） 

先週一週間イアタリアに研修旅行に行って来ました。ミラノ→ベネチェア→フィレンツェ→ローマ

と廻りました。Ｇｏｏｄです。 

石川友意さん：日曜、月曜日の１泊２日で組合の旅行に行って来ました。宿泊先のホテルが食中毒
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騒ぎで、レストランが営業停止になっていました。食中毒の原因はウィルシュ菌で４０人の患者が

出たそうです。これからノロウィルスの危険な季節となります。お互い気を付けましょう!! 

早川瀧雄さん：今日は小春日和の例会となりました。 

12.5 

石黒隆夫幹事：ニコニコボックスをいっぱい使ってしまいましたので！ 

森 宏さん：12/3 成田空港近くでゴルフ、漸く前後半４０台で回れました。ニコニコ 

佐藤義英さん：今日は私の結婚記念日です。あれから４０ウン年、今だに新婚気分です。マサカ！！ 

早川瀧雄さん：（12 月のベストコメント賞） 

11/25 餞心亭おゝ乃さんで三条商業高校昭和４０年卒業の古希の会に出席しました。先生が３名出席

されましたが、むしろ先生の方が若く見えました。 

外山晴一さん：師走です。急いで転ばないようにしましょう。 

12.12 

笹原壯玄さん：病院通いが多くなり欠席が多くなり申し訳ありません。今日は早退します。 

星野義男さん：大雪が雪害にならないよう祈ります。 

12.26 

渋谷義徳会長：就任以来６ヶ月が過ぎました。これまでは早く感じられましたが残り６ヶ月を長く

感じるか、短く感じるかは気持ち次第と気を引き締めて取り組みます。 

石黒隆夫幹事：12/28 より新潟三越で「神の手ニッポン展」があります。招待券がありますので興味

のある方はお知らせ下さい。 

斎藤正さん：今年もあと僅か年を一つ重ねる事になりますが、会員の皆様にはご家族お揃いで明る

い年になりますよう祈っております。一年間ありがとうございました。 

森 宏さん：クリスマスイブは病院で当直でした。 

（こうして日本の医療は守られている、コメント特別賞を差し上げたかったくらいです） 

年明け 1.9「新春例会」 

中條耕二さん：（1 月のベストコメント賞） 

雪の少ない正月、東京の孫が久し振りに帰りお陰で賑やかでした。 

1.16 

笹原壯玄さん：本成寺も倒木で一時、山に不通になりました。大木が３・４本程折れていましたが

大事にならなくて助かりました。 

石黒隆夫幹事：大雪の時は京都にいました。雪かき全然していません。すみません、皆様お疲れ様

でした。 

早川瀧雄さん：大雪も和らいで安心しましたが、まだ分かりません。春が待ち遠しいです。 

岡田健さん：久し振りの晴天なので歩いてきました。 

森 宏さん：昨日は滑って転んで頭を打った人が２０人以上来て３人入院されました。皆様も気を

付けて下さい。 

1.23 

笹原壯玄さん：本成寺の放火に際しご心配お掛けしましたが大事に到らずに助かりました。 

渋谷義徳会長：全日本卓球選手権大会男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 14 歳(史上最年少)張本智和選手優勝を祝して 

石黒隆夫幹事：笹原さん先日は大変でしたね。お見舞い申し上げます。 

武田恒夫さん：たった今、社員の一人がインフルエンザに罹ったとのラインが来ました。帰りに多
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量のマスクを買って会社に戻ります。皆様気を付けて下さい。 

森 宏さん：東京の親戚から大雪で大変というメールが来ましたが、新潟市内も東京と同じだと思

いました。その点だけ新潟市も都会？ 

梨本文也さん：明日からの寒波がひどくないように・・・・祈って 

1.30 

中條耕二さん：新年おめでとうございます。風邪ひかぬよう、ころばぬよう、今年もよろしく 

2.6 

小林繁男さん：（2 月のベストコメント賞）孫が新大に合格しました。 

笹原壯玄さん：この度の節分行事には多大なご協力を頂き有難うございました。お陰様で天候に恵

まれ、盛大で賑やかな鬼踊りになりました。 

馬場直次郎さん：この豪雪、かつての３８豪雪を思いださせます。めげずに頑張ベエ― 

2.13 

森 宏さん：先週はインフルエンザＢにやられて、休ませて頂きました。伊勢丹のショコラフェア

ーに行ったのが失敗でした。 

石川勝行さん：いよいよ確定申告の時期です。３月１５日はすぐに来ますので準備等万全にしまし

ょう。 

渕岡茂さん：四季のハッキリしている新潟に生まれて最高です。皆さん春を楽しみに！ 

2.20 

馬場直次郎さん：三寒四温といいながら、漸く春が近づいてきたのか、まさしく春の淡雪かな？ 

森 宏さん：昨年から確定申告はｅ-ｔａｘにしました。簡単で楽で、もっと早くやればよかった。 

外山晴一さん：スキーハーフパイプで小野塚彩那選手がメダルを取れなくて残念でした。 

2.27 皆さん新会員卓話への感謝コメントでした。 

 

最後に第 3 部 

次年度の結婚記念日該当者からの馴れ初め話の

手本をせよとのことで、しょうがなく。 

私は今の妻に出会うまでは良縁に恵まれません

でした。西暦でちょうど 2000 年の初めに当時仕

事の取引先である新潟空港の取締役に「誰かい

い人いませんかね？」とお願いしていたところ、

「よし、俺が一番かわいい子を紹介してやろう。

こないだ大学の同窓会で同席した子なんだけど

大学は都内なのに三条出身なんだってよ。」とい

うことで 3 人で新潟市内の和食料理店で待ち合

わせして出会ったのがきっかけでした。僕より

も 4 歳年下の彼女は、正直、もろ僕の好みでし

た（笑）それだけで終わってもよさそうだので

すが、とにかく彼女とは話が合うんです。最初、

彼女はこっちに話を合わせてくれてるんだろう

か？なんて思ったくらいです。それからは彼女

と 2 人でデートを重ねることになり、あまりに

もぴったりだったので、ああ、今まで良縁に恵

まれなかったのは、この人に出会うためだった

のか・・・なんて運命のようなものまで感じま

した（ちょっとおおげさかな？）そんなわけで

出会った年の夏には早くも婚約と結納までしま

した。彼女のほうもその年初め正月には彼氏も

いなかったのに「今年の抱負は今年中に結婚す

ることです！」と周りの同性友達に宣言してい

て「あんたが誰と？」と笑われていたらしく、

それがあまりにも電撃婚約だったのでその友達

から「あんたのことだから結婚詐欺に騙されて

いるんだよ！絶対にやめといたほうがいい！」

と本気で心配してたようです。（その電話を聞い

てるわきに僕がいましたが（笑）） 

そして、その年の 11 月 18 日に電撃結婚しまし
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た。結婚式にはその待ったをかけた友達という

のが妻の一番の親友だったとのことで、友人代

表として「本当に結婚したね・・・おめでとう！」

と涙の祝辞をもらいました。 

今では、娘、息子、娘の、3 人の子どもに恵ま

れましたが、その子どもたちにママとして最愛

の妻をとられてしまってます（笑） 

では、このへんでかんべんしてもらって、この

ような報告を次年度本当に皆さんからしてもら

うか、言いだしっぺの高橋プログラム委員長か

らもぜひのろけ話を聞かせていただきますので、

それを含めて、あとは高橋プログラム委員長に

マイクを渡します。 

しかし時間の都合で高橋会長エレクトはご自身

の馴れ初めは話してくださいませんでした（笑） 

高橋会長エレクトが次年度に結婚記念日該当の

かたから抜き打ちで馴れ初めを話してもらって

いいか、という採決を取ったところ、賛否半数

のため、高橋会長エレクト権限で行なうことが

決まってしまいました（笑） 

そんなわけで次年度ご指名のかたはよろしくお

願いします（笑）

 

 

ハイライトよねやまは毎月発行されています。米山記念奨学会のＨＰでご覧になれます。 

 


