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会長挨拶：渋谷義徳会長  

3月下旬は年度末を迎え何かと

忙しさが増す週になっています。

今週も例会に出席いただきあり

がとうございます。 

本日の例会行事はＰＥＴＳ・会

長エレクト研修会の報告です。出席されました

高橋会長エレクト、松山幹事エレクトには大変

お疲れさまでした。私も昨年、石黒幹事と一緒

にエレクト研修を受けていますので、研修が終

わるとすぐに報告の例会があり、会長方針など

を決めることで、休日も安々と休めなかった一

年前の様子を思い出しています。高橋会長エレ

クトの心境はいかがでしょうか。同様ではない

かとお察しいたします。よろしくお願い申し上

げます。  

3月は出会いと別れの季節でした。もうすぐ 4月

です。春は人生の転機を迎える人も多いでしょ

う。卒園、卒業、入学、入社、中には転職や転

居など、様々な出来事がある時季です。 

皆さんの身の回りにはどんな変化が起きていますかお伺いします。 

日本では、4月から新学期が始まるのが当たり前になっています。なぜ 4月なのでしょうか。江戸

時代の藩校や寺子屋は入学時期が決まってなく、いつでも入学できました。 

明治時代は西洋にならって 9月入学が主流でした。しかし、軍隊の入隊届の受付開始が 4月になっ

たことなどで、小学校や師範学校の入学時期も 4月になりました。大正時代には高校や大学も 4月

となり定着したそうです。世界をみると、米国やカナダ、イタリア、フランスなど多くの国が 9月

入学です。シンガポールやオーストラリアは 1月、ブラジルは 2月、タイは 5月など国によってま

ちまちです。「桜が咲くころに入学」というのは日本独特の風習のようです。 

本日の行事：会長エレクト研修 

セミナー報告会 

 

◆本日の出席：６５名中３６名    

◆先々週の出席率：６５名中４９名 75.38％ 

          （前年同期 78.79％） 

 

◆先週のメークアップ（敬称略） 

 ３月２２日三条ＲＡＣ 佐藤弘志       

   ２２日加茂ＲＣ 中條耕二 

   ２２日三条東ＲＣ 石川勝行 

          高橋彰雄、石川友意 

   ２４日エレクト研修 中條耕二 

金子太一郎、石川勝行 

          高橋研一、松山浩仁 

   ２６日三条南ＲＣ 山崎 勲 

   

＊本日の配布書類等  

・週報№1494 

　　  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　２０１８ ．３．２７      　　　　　　累計№１４９５ 　　当年№３６

会　長：渋谷　義徳　　　　　　　　
幹　事：石黒　隆夫　　　　　　　　　
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今の季節は、「さくらはじめてひらく」時節と俳句の暦にでていました。私の外孫、娘の長女が高

校入試に合格、長男も中学入試に合格することができましたので、一足早く、我が家も「サクラサ

ク」になりました。 

また、昨日結婚記念日のお祝いの品を受け取りました。親睦活動委員会の心配りに感謝申し上げま

す。ふりかえりますと、今から 50年前に三条市の住民になって以来、多くの人と出会いや別れが

ありました。この間に沢山の人と知り合うことができ、励ましの声掛けに支えられて今日があるこ

とに深く感謝しています。その意味からも、先週の例会あいさつでの発言どおりＢＯＸに感謝の気

持ちを協力させてもらいます。皆さんも桜が開いたり、今月の結婚記念日のお祝いをもらっていた

ら、進んでＢＯＸに協力して頂ければ幸いと存じます。 

 

幹事報告：石黒隆夫幹事 

・川瀬ガバナーエレクトより エレクト研修セミナーのお礼 

・ＲＩ日本事務局より ロータリーレートについて 

           4月 1日より１ドル＝１０４円（現行１０８円） 

・三条南ＲＣより 創立５０周年記念式典のご案内 

               日時 6月 16日(土)14：00～18：00 

               会場 ジオワールドビップ  

               後日出欠表を回します。（例会振替となります） 

・新保ガバナー、地区社会奉仕委員長より 環境保全の為の植樹事業のご案内 

① 日時 5月 12日(土)9：00～12：00  

          会場 グリーンパークあらかわ総合運動公園(村上市)      

② 日時 5月 26日(土)9：30～11：30 

          会場 新潟市西区青山海岸 

・米山記念奨学会より 米山奨学生クラブ及びカウンセラー委嘱状送付の件 

           カウンセラー 中原尚彦会員 

・三条ローターアクトクラブより 長久の家餅つき大会について 

      大雪のため延期しておりました餅つき大会を開催します。 

        日時 4月 15日(日)12：00～14：00  会場 長久の家 

・米山梅吉記念館より 春季例祭のご案内＆賛助会ご入会のお願い 

     春季例祭 日時 4月 21日(土)14：00～   会場 米山梅吉記念館 大ホール 

     賛助会 年間会費 一口３,０００円 

・第四分区ＡＧ会長谷川日吉会長より 第四分区ＡＧ会のご案内 

     日時 4月 24日(火)18:30～  会場 松木屋  

 

＊＊＊＊＊ロータリー財団ボックス２７日現在累計２６５,０００円＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊米山奨学ボックス２７日現在累計４５３,０００円＊＊＊＊＊＊＊ 

外山 晴一君 いい天気になり、寒がりの私には嬉しい限りです。 

渋谷 義徳君 三条市の住民になって５０年の節目の日を迎えました。 
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大野 新吉君 久し振りにホームクラブに出席です。米山に協力!! 

       次年度の副委員長です。因みに委員長は森先生です。 

佐藤 啓策君 少額ですが 

今井 克義君 米山に 

石川 友意君 ＢＯＸに!! 

坂内 康男君 今日、大変良い天気です。毎日災害復旧の工事で大変です。皆さん、どうですか。 

       今日もＢＯＸに協力ありがとうございます。 

＊＊＊＊＊ニコニコボックス２７日現在累計７１４,０００円＊＊＊＊＊＊ 

高橋 彰雄君 孫９分の１就職 ９分の７高校入学 ９分の２～９分９迄、各進級。何かと物入り

です。財布が軽くなりました。 

森   宏君 日曜日 三条市医師会コンペでハンディが沢山あったので優勝できました。 

渋谷 義徳君 娘の長女、長男が高校、中学とそれぞれ入試に合格しました。次の休みは合格祝い

の買い物に付き合うようになっています。合せて三条の住民になって５０年の記念

です!! 

石黒 隆夫君 エレクト研修セミナーに参加された皆様、大変お疲れ様でした。本日は宜しくお願

い致します。 

梨木 篤史君 協力します。 

山中  正君 春ですね。心が和みます。 

羽賀 一真君 今年は冬の大雪に春の暑すぎるくらいの暖かさと大量の花粉で季節の移り

変わりが極端に感じます。 

 

本日の行事：「会長エレクト研修報告会」3 月 24 日(土) 於：ジオワールド・ビップ 

高橋研一会長エレクト 

国際ロータリーは 113 年

を迎えます。 

今以上に会員増強に力を

入れて下さい。 

委員会を開いて会員同志

で相談話をして下さい。 

インスピレーションから始めて下さい。言葉と

行動で今までより強いロータリーを築いて下さ

い。ＢＥ ＴＨＥ ＩＮＳＰＩＲＡＴＩＯＮ 

正面壇上にガバナー・ガバナーエレクト・ガバ

ナーノミニー及び地区委員の方々が座って居ら

れました。今回の出席総数は 173 名でした。 

Ｐ Ｅ Ｔ Ｓ （ Presidento-Elect  Training 

Seminar）は新保ガバナーの挨拶から始まりま

した。 

ロータリーは 1905 年に誕生して以来会員と地

域社会の変わりゆくニーズに対応しながら発展

を続け、120 万人の会員を擁する世界有数の奉

仕団体となりました。しかしロータリーの拡大

は停滞の時期を迎えており国際ロータリーは

「時代に追いつき次代の準備をする」ための戦

略計画を作成して諸策に取り組んでおります。

次期のクラブ会長は世界につながる。

「MyROTARY Club Sentoral」でホットなロ

ータリーの情報を会員に発信していただき会員

や地域の人々を啓発して下さい。「最後にロータ

リーとはなんですか」という問う人には、職業

奉仕、地域社会での奉仕活動の数々、次代を託

す青少年への支援活動、米山記念奨学事業「世

界中の地域社会で紛争、病気や貧困などで困っ

ている人達への奉仕活動」あと数年でポリオ撲

滅の目途が立った。ポリオプラスキャンペーン
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等々について「熱く語って下さい」と発表され

ました。 

次に川瀬康広ガバナーエレクトの方針が発表さ

れました。（詳細は別記） 

地区研修リーダーとして田中政春直前ガバナー

の挨拶 

本日の研修セミナーは次期クラブ会長の皆様が

クラブ会長の資格を得るために出席しなければ

ならない重要な研修セミナーでこのセミナーを

通じてクラブ会長に就任する心構えを確かな物

にして頂き、クラブ会長・幹事は具体的に何を

するのかを修得することが要請されています。

次年度目標達成のため、ガバナーエレクト、次

年度ガバナー補佐並びに地区委員長、次期クラ

ブ会長、幹事間の協力関係を構築し深化させる

場です。 

国際協議会ではバリー・ラシン次期 RI 会長が

「インスピレーションになろう」をテーマとさ

れ「変化を生み出そうという意欲を、もっと何

かをしよう、可能性を最大限に発揮しようとい

うやる気を引き出し、それぞれのやり方で前進

できる様手助けする事が皆さんの仕事です」と

世界のガバナーエレクトに述べられました。 

午後は重点セミナーから始まりました。 

1.「クラブ基盤の強化」MyROTARY・クラブ戦

略計画・ロータリークラブ・セントラルの３つ

の言葉が責務内容です。委員会としてできる事

は資料の提供や卓話等です。 

2.「公共イメージと認知度の向上」①ポリオ撲

滅と米山奨学制度のロータリーの役割②若い世

代に認知してもらうためローターアクト、米山

学友とのコラボレーションが必要③広報の有効

な活用、地場の地方紙などに独自のアプローチ

で取り上げて貰えるような草の根活動が必要④

ロータリーの基本はやっぱり職業奉仕、ロータ

リーに所属する事がプラスになるという認知が

拡がれば若者が集まってくる。 

3.「人道的奉仕の重点化」①奉仕プロジェクト

委員会を作り、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕

委員会が協力、連携してクラブの人道的奉仕の

重点化と増加を考える②地区補助金とグローバ

ル補助金の活用の増加を図る③認知症に優しい

社会と認知症予防のできる街づくりを支援する。 

閉会後の懇親会は大変盛り上がり終了しました。 

 

川瀬ガバナー公式訪問 ２０１８年 12 月 4 日(火) 

地区大会 2018 年 11 月 10 日(土)・11 日（日） 
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地区テーマ「自らのロータリーストーリーを作りましょう」  

 2018-19年度のRI会長バリー・ラシンさんのテーマは"be the inspiration” 「インスピレーションにな

ろう」です。厳しい生存競争の社会で心休まる仲間を作ろうというポールハリスのインスピレーシ

ョンは、次の世代に受け入れられ「４つのテスト」、「奉仕の理念」というインスピレーションを

生み、世界120万人の仲間に広がりました。今日、我々は地球規模の課題が地域に影響を及ぼす中で

生きています。勇気を持ってやりたいと思う「みんなのためになること」を実現しましょう。そし

て語り伝えましょう。 

2018-2019年度のロータリーの目標： 

優先項目１「クラブのサポートと強化」に関する目標  

1. 現会員を維持する 

2. クラブの会員数を増やす 

3. 新クラブを結成する 

4. 女性会員、40歳未満の会員、ロータリーに入会するローターアクターの数を増やす 

優先項目2「人道的奉仕の重点化と増加」に関する目標  

5. ポリオ撲滅活動への現金寄付と地区からのDDF寄贈を増やす  

6. DDFを利用した地元や海外での地区補助金ならびにグローバル補助金を増やす  

     7.  インターアクトとローターアクトが地元のロータリークラブや地域社会と一緒に奉仕プロジ

ェクト（環境関連のプロジェク トを含む）に参加するよう促す 

8. 年次基金への寄付を増やし、2025年までに20億2500万ドルの恒久基金を達 成する  

優先項目3「公共イメージと認知度の向上」に関する目標  

9. ポリオ撲滅におけるロータリーとロータリアンの役割の周知を図る  

10.  ロータリーへの認識を高め「世界を変える行動人」キャンペーンを推進する  

11.  ロータリーショーケースとアイディア応援サイトを利用したり、クラブ史を記録することで、

ロータリークラブのプロジェクトに対する認識を高める    

2018-2019 年度の地区運営方針： 

[クラブ基盤の強化] 

1. ６０％以上のクラブで My rotary に生年月日を入力する 

2. クラブに戦略計画推進委員会が作られるよう支援する 

3. ガバナー補佐と連携しクラブの現状を伺いクラブ公式訪問の機会に活かす 

[人道的奉仕の重点化] 

1. 奉仕プロジェクト委員会を作り、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕委員会が協力連携してクラブ

の人道的奉仕の重点化と増加を考える  

2. 地区補助金とグローバル補助金の活用の増加を図る（ロータリー財団委員会と緊密な連携を取

る） 

3. 認知症に優しい社会と、認知症予防のできる街づくりを支援する 

[公共イメージと認知度の向上] 

1.  ポリオ撲滅の意義とロータリーの役割の周知を図る 

2. 「世界を変える行動人」キャンペーンを推進する 

3・ ロータリー原点の職業奉仕を通じた公共イメージアップを図る 
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4.  ローターアクト、学友会と協力してイベント行う 

地区の数値目標： 

 会員増強 前年度末比 5％純増 

 RI 会長賞 30 クラブ以上の取り組み 

 ロータリー財団寄付 

 年次基金 150 米ドル/1 会員 

 ポリオプラス寄付 30 米ドル/1 会員 

 ベネファクター   10 名以上 

 ポールハリスフェロー 56 名以上純増 

 ポールハリスソサイエティー 10 名以上純増 

 米山記念奨学金寄付 2 万円/１会員（普通・特別寄付合計） 

 ハンブルグ国際大会への参加 40 名以上 

 

国際ロータリー第 2560 地区 2018-19 年度地区バッチ 

国際ロータリー第 2560 地区 新潟県三条市には 1297 年に 

日印聖人が創建した法華宗陣門流総本山・本成寺がございます。 

およそ 6000 坪の境内に本堂、鐘楼などの七堂伽藍と十ケ寺の塔

頭が壮麗に立ち並び、朝な夕なに鳴る本成寺の鐘の音は市民の心

を癒し、この山門は赤門という名で市民に愛されています。 

 三条市の花、ひめさゆりをつけそえました。 

 

今回の研修セミナーで会員皆様に配布する様に預かっておりま

す。後日例会にて配布致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

誕 生 日                                                    

会  員        ご夫人           結婚記念日 

 吉田 文彦  ５    早川 町子  １     米山 忠俊・由貴江  １ 

金子太一郎  ７    柄沢 佑子  １     落合 益夫・千鶴子  ３ 

 今井 克義 １０    石川 純子  ３     佐藤 文夫・君子  １５ 

   白倉 昌夫 １７    福岡 則子 ２２     星野 義男・雪枝  ２０ 

米山 忠俊 ２２    高橋 淳子 ３０     武田 恒夫・水江  ２７ 

４ 月のお祝い 


