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会長挨拶：渋谷義徳会長  

みなさん こんにちは。私の例会

でのあいさつは今日を入れて３回

で終わりになります。 

その分高橋会長エレクトの出番が

近づいて来ていることになるのですが。 

本日の出席ありがとうございます。 

 本日の例会行事は、森 宏会員卓話です。楽し

く聞かせていただきます。よろしくお願いします。 

 例会で時候のあいさつに、二十四節気をとりあ

げてきましたが、今の時期（６月５日頃）は芒種

（ぼうしゅ）にあたります。芒（ノギ：イネ科の

植物のもみ殻にある棘のような物）を持った植物

の種をまく頃、稲などの穀物の種をまく時期とい

う意味で、田植えの目安とされ、農家が忙しくな

る時期。近年は実際の種まきはもう少しは早い時

期に行われるようになっているようですが・・・。

また、梅雨入りも間近で少し蒸し暑くなってくる

頃です。 

 先週５月３１日（金）開催された三条市共同募金運営委員会に出席してきました。運営委員は行

政、奉仕団体、福祉団体、教育団体、小中学校長などから推薦された２８団体で構成されています。

議案は平成２９年度三条市共同募金委員会事業報告について、平成２９年度三条市共同募金委員会

収支報告についてでした。両議案とも異議なく承認され、委員会は３０分程で終了になりました。

運営委員会の開催は年２回の開催で、ロタリークラブは会長が運営委員に推薦されますので、来年

度は高橋会長エレクトにお願いすることになります。その節はよろしくお願いします。 

 先月は三条市議会議員選挙、先週は田上町町長選挙、町議会議員補欠選挙が行われ、地方選挙続

きでしたが、来る１０日（日）はいよいよ県知事選挙の投票日です。期日前投票がしやすくなって

いると聞いておりますので、棄権することのないように権利を行使して欲しいものです。どの候補

者に投票するかは、それぞれの考えに従って投票すればよいことですが、私は花々をすみずみまで

本日の行事：卓話   

「社会医療法人嵐陽会三之町病院のこれか

らと、県央地区の医療の将来について」 

◆本日の出席：６５名中３５名    

◆先々週の出席率：６５名中５５名 84.62％ 

          （前年同期 86.36％） 

 

◆本日のオブザーバー：米山奨学生 

  メディナ コントラレス,ダニエル君 

◆先週のメークアップ（敬称略） 

 ５月３１日三条東ＲＣ 中條耕二 

     石川友意、樋口 勤、山崎 勲 

     田中耕太郎、本間建雄美                         

＊本日の配布書類等  

・週報№1502 ・ロータリーの友６月号 

・次年度寄付問い合わせ 

・ガバナー月信６月（閲覧用） 

　　  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 ．６．５      　　　　　　累計№１５０３ 　　当年№４４

会　長：渋谷　義徳　　　　　　　　
幹　事：石黒　隆夫　　　　　　　　　
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咲かせることのできる人が、県のリーダーになって欲しいと思っていま

す。変な結びのあいさつになりましたがよろしくお願いもうしあげます。 

 

幹事報告：石黒隆夫幹事         ダニエル君出席 

・川瀬ガバナーエレクトより 地区研修協議会のお礼 

・川瀬ガバナーエレクト事務所より 地区大会打合せのお知らせ 

    日時 6月 8日(金)18：00～  会場 越前屋ホテル 

・新津中央ＲＣより 創立４０周年記念式典ご臨席のお礼 

・三条市青少年健全育成市民会議より 平成３０年度青少年健全育成市民大会の協力について 

    日時 7月 14日(土)13：00～  会場 中央公民館大ホール 

理事会報告：第１２回平成３０年６月５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、西村 護、外山裕一、今井克義  

出席数１４/１５(内委任状２) 

協議事項１.会長幹事ＳＡＡ慰労会企画案の件    承認 

      6月 26日(火)18:30～ 会場：三条ロイヤルホテル 

      2.最終理事会開催の件   承認 

       6月 26日(火)17：30～18：30 現次年度合同開催 

      3.報告事項        承認 

       緑の募金 5/22例会においてＢＯＸに募金分１０,５６５円送金 

       環境保全植樹 5/22例会終了後、島田若草公園にヤマボウシ 1本植樹 

      4.事務局員採用の件    承認 

       10月 1日より採用 12月末まで 2人体制で引き継ぎ        

委員会報告：次年度Ｒ財団・米山奨学 

今日配布しました「Ｒ財団・米山奨学寄付問い合わせ」にご記入の上、事務局まで提出

お願いします。提出がない場合は今年度と同様とさせて頂きます。 

今日配布のロータリーの友誌にも米山記念奨学事業が５０周年を迎えたと言う事で特集

記事が掲載されています。目を通して頂き次年度も皆さんのご協力をお願いします。 

＊＊＊＊＊ロータリー財団ボックス 5日現在累計５３２,０００円＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊米山奨学ボックス 5日現在累計５０９,０００円＊＊＊＊＊＊＊＊ 

高橋 研一君 いつも笑顔の森さん、忙しい方に無理な相談してしまいまして済みませんでした。

ファイナル卓話、楽しみに聞かせて頂きます。 

花井 知之君 無事、退院しました。ご迷惑おかけしました。 

早川 瀧雄君 米山ＢＯＸに協力です。森先生の卓話、楽しみにしておりました。 

武田 恒夫君 委員長からの・・坂内さん経由で頼まれました。喜んで一口。 



                    3              三条北ロータリークラブ週報 

 

佐藤 秀一君 米山ＢＯＸに協力です。 

坂内 康男君 森先生の卓話楽しみです。又高橋年度は米山委員長ですね、よろしく。 

       ＢＯＸにご協力ありがとうございます。 

＊＊＊＊＊ニコニコボックス５日現在累計９０４,０００円＊＊＊＊＊＊ 

花井 知之君 ３週間入院しまして、ご迷惑お掛けしました。 

高橋 研一君 卓話ファイナルのお願い、快く受け入れて頂きましたね。いつもやさしい心、気持

ちの森さん 感謝します。 

渋谷 義徳君 県知事選挙に必ず投票に行きましょう。森会員、卓話ありがとうございます。 

石黒 隆夫君 森先生、本日はよろしくお願い致します。先生にお世話にならないように努力しま

すが、いざという時は宜しくお願い致します。 

松山 浩仁君 本年度最後の会員卓話。森先生よろしくお願いします！ 

佐藤 弘志君 森先生の卓話、楽しみにしておりました。 

佐藤 秀一君 森先生、卓話ありがとうございます。 

米山 忠俊君 森先生、卓話ご苦労様です。勉強させて頂きます。 

佐藤 義英君 森先生の卓話を楽しみに！ 

森   宏君 本日は卓話の機会を頂きありがとうございました。 

今井 克義君 森 宏会員の卓話、楽しみです。 

石川 友意君 森先生の卓話に感謝して!! 

梨木 篤史君 協力します。 

高橋 彰雄君   〃 

羽賀 一真君 森 宏先生、卓話楽しみにしておりました。先週一番下の７歳の娘が漸く初めて乳

歯が一本抜けました。「お父さん、ぬいて！」娘から言われたものでビデオカメラで

一部始終を撮影しながら抜いてやり、かわいい 

歯んもげちゃんになりました。 

 

＊５月のコメント賞は石黒隆夫幹事です。 

 

本日の行事：卓話  

「社会医療法人嵐陽会三之町病院のこれからと、県央地区の医療の将来について」  

社会医療法人嵐陽会三之町病院 理事長・病院長 森 宏会員 

本日卓話の機会をいただい

たのですが、ちょうどこのタ

イミングに合わせるかのよ

うに、2018年5月30日付で、

社会医療法人嵐陽会（らんよ

うかい）三之町病院の理事長

を拝命いたしました。そこでご報告がてら三之

町病院のこれまでの足跡を簡単に振り返り、今

後の方向性、そして 5 年後に県央基幹病院が開

院予定となっている県央地区の医療の将来につ

いて、パワーポイントを使って語らせて頂きま

す。スライドに出てくる写真は、山本賢先生が

残して下さった、たくさんのお写真の一部を使

わせていただきました。 
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三之町病院の原点は、昭和

20年代に山本醫院としてス

タートしたそうで、産婦人

科、内科、外科、放射線科

の診療をされておりました。

その後昭和 31 年（1956）、

この年は私の生ま

れた年でもありますが、三条市三ノ町

（現在は本町 5 丁目）の地名にちなみ

“三之町診療所”として開業されまし

た（開業者・山本源一郎先生、19 床）。

産婦人科は継続されており、「私は三之

町で生まれました」という方は、今も時々いら

っしゃいます。 

その後昭和 42 年

（1967）に三之町病

院となり、昭和 51

年（1976）に医療法

人嵐陽会三之町病

院となりました（山

本恒男理事長）。昭

和 52 年には、県内

で初の全身用 CT ス

キャンを導入。昭和 62年（1987）には特定医療

法人となり、MR 棟が完成。県内では新潟大学よ

りも早く MR装置が入り、大学から患者さんを連

れて来た覚えがあります。そして平成元年

(1989)、山本賢先生が理事長になられました。

平成 11 年（1999）、鎌田健一先生が病院長に就

任。平成 19年（2007）現在の新病院が完成。平

成 20年（2008）森が三之町病院に就職。平成 21

年（2009）地域における救急医療への貢献が評

価され、社会医療法人の認可を受けました。平

成 22 年(2010)鎌田健一理事長就任。平成 23 年

(2011)森が院長

に指名され、平成

24 年(2012)山本

賢先生の推薦で

三条北ロータリ

ークラブに入会

し、山本賢先生は退会。平成 30 年(2018)森が

理事長就任、病院長兼任となりました。 

山本賢先生はこれまで名誉理事長として嵐陽

会に残られ、外来診療も週 1回だけ継続してい

ただいておりましたが、3 月一杯で退職され、

理事も退任されました。新しく当院の副院長の

阿部聰医師が常務理事となり、北ロータリーの

お仲間である羽賀一真さんに新たに院外理事と

して加わっていただきました。 

三之町病院は、先程述べたように、“地域におけ

る救急医療への貢献が評価され、社会医療法人

の認可を受け”ており、税制上の優遇措置をい

ただいていることから、今後も引き続き地域の

２次救急病院としての社会的使命は果たして行

きたいと思います。しかし人口の減少、少子化、

高齢者人口の増加を受け、更には 2023年に 3次

救急の役割を担う県央基幹病院（燕労災病院と

三条総合病院が合併）の開院が予定されており、

当院としては急性期病床の縮小、回復期病床の

増加の方向性で考えています。しかし県央基幹

病院開院後は、これまで 2 次救急病院の役割を

担っていた 2 病院が減るわけですから、当院の

果たす役割はむしろ増えるのではないかとも思

っています。基幹病院は、魚沼では医師、看護

師ともに充足されず、いまだに開けないでいる

病棟があると聞いています。県央は新潟市に近

いことから、魚沼よりは医師が集まりやすいだ

ろうとは言われていますが、果たしてどうなる

かまだ分かりません。我々既存の病院と役割分

担して、地域のネットワークをうまく形成して

やっていければと思っています。 


