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会長挨拶：渋谷義徳会長  

みなさんこんばんは。  

本日も例会出席あり

がとうございます。

私の例会での会長あ

いさつも、今回が本

当の最後になります。

今の心境をいつわら

ず申しますと「やっと終わったかと」というとこ

ろです。前回の例会で、一年を短く感じるか長く

感じるかは年齢の高い、低いによるところもある

が、心の持ちようによっても違うといいましたが、

私の場合は毎回の会長あいさつをすることが相

当のプレッシャーになっていました。それが今回

で終わりますので、１年間は長かったな～と感じ

ている次第です。この後、会長・幹事・ＳＡＡの

慰労会の案内をもらっていますので、宴が始まり

終わってしまえば 1年間は短かったな～、早かっ

たな～と感慨にひたると思います。 

本題に入ります。先週 23日（土）に 8クラブ有志ゴルフ大会が開催され、参加者４１人中、三条北

ロータリークラブから１４人の参加があり、大会を大いに盛り上げました。 

団体優勝は三条ライオンズで、個人優勝も三条ライオンズの五十嵐孫六さんでした。運営を担当さ

れたゴルフ同好会の佐藤義英会長はじめ、石川一昭さん、岡田大介さん、田口実二佳さん大変お疲

れさまでした。お陰さまで参加者からお褒めの言葉を沢山もらいました。三条ライオンズクラブに

良いとこ取りをされてしまいましたが、楽しい一日を過ごさせてもらいました。 

また、24日 24時試合開始のサッカーＷカップ 日本対セネガル戦の熱戦が深夜放送にもかかわらず、

見た人も大勢いたのではないでしょうか。私もその一人です。まさかの逆転につぐ逆転で引き分け

に持ち込んだ日本選手のあきらめない勝負根性を賞賛せざるをえません。次はポーランド戦ですが、

油断することなく確実に勝利し、決勝リーグに進出することを祈っています。 

本日の行事：会長幹事ＳＡＡ慰労会 

◆本日の出席：６５名中４７名（内記帳５名）    

◆先々週の出席率：６５名中５３名 81.54％ 

          （前年同期 83.33％） 

◆本日のオブザーバー：米山奨学生 

   メディナ コントレラス,ダニエル君 

◆先週のメークアップ（敬称略） 

 ６月２３日市内８クラブゴルフ大会 

１４名 

２５日三条南ＲＣ 羽賀一真 

小林繁男、山崎 勲 

◆本日の記帳受付：（敬称略） 

 吉田ＲＣ 大谷直文 

 三条ＲＣ 加藤紋次郎、木村文夫 

小越憲泰、山田富義、梶 英和 

      伊藤寛一、相場弘介、杉山幸英 

 三条南ＲＣ 長谷美津明、渡辺俊明 

     

　　  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 ．６．２６      　　　　　　累計№１５０６ 　　当年№４７

会　長：渋谷　義徳　　　　　　　　
幹　事：石黒　隆夫　　　　　　　　　
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会長になったからこそ出来たいろいろと貴重な体験を沢山させてもらいました。一年間体調を崩す

こともなく、大過なく任期を全う出来ましたのは、会員の皆さまから、ともに支え合っていただい

たお蔭と心より感謝申し上げます。あいさつを終わります。ありがとうございました。 

 

幹事報告：石黒隆夫幹事          

・久住第四分区ガバナー補佐より 第四分区会長幹事会のご案内 

   日時 7月１４日(土)14：00～16：00    

  会場 巻ふれあい福祉センター 

・川瀬年度地区大会実行委員長より 実行委員会開催のご案内 

  日時 ６月２８日(土)18：30～  会場 越前屋ホテル 

                ７月 ３日(火)18：30～  会場 越前屋ホテル 

理事会報告：現次年度合同 平成３０年６月２６日（火）17：30～18：30  

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、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、早川瀧雄、武田恒夫 

    齋藤孝之輔、中原尚彦、羽賀一真           出席数１９/２２(内委任状１) 

協議事項１.渋谷年度決算報告       承認 

       一般会計・スマイルＢＯＸ・Ｒ財団・米山奨学 

       最終繰り越し金確定後に会員に配布（次週 7/3） 

      2.高橋年度予算案の件      承認 

       次週例会にて会員に配布 

      3.次年度行事予定案の件     承認 

       次週例会にて会員に配布 

本年度１００％出席表彰 ２５名（敬称略）  

羽賀一真・早川瀧雄 

樋口 勤・本間建雄美 

星野義男・今井克義 

石川勝行・石川友意・石黒隆夫 

金子太一郎・小林繁男 

松山浩仁・森  宏・中原尚彦 

中條耕二・梨本文也・岡田 健 

落合益夫・大野新吉・斎藤 正 

佐藤義英・渋谷義徳 

高橋彰雄・山崎 勲 

米山忠俊 
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＊＊＊＊＊ロータリー財団ボックス２６日現在累計６３８,０００円＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊米山奨学ボックス２６日現在累計５１４,０００円＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ニコニコボックス２６日現在累計９７５,０００円＊＊＊＊＊＊＊＊ 

渋谷 義徳君 一年間たいへんお世話になりました。この後、慰労会を残すだけになりました。 

ご協力ありがとうございました。 

石黒 隆夫君 １年間大変ありがとうございました。 

渡辺はま子君 会長幹事様、一年間ありがとうございました。お疲れ様でした。 

武田 恒夫君 一年間ありがとうございました。そしておつかれ様でした。すばらしい一年に感謝。 

斎藤  正君 会長幹事ＳＡＡ一年間ご苦労様でした。楽しい一年を過ごすことが出来ました。 

心から感謝しています。 

早川 瀧雄君 渋谷会長、石黒幹事、松山ＳＡＡ１年間ご苦労様でした。ゆっくり休養して下さい。 

今井 克義君 2017-2018年度の会長はじめ役員の皆様ありがとうございました。 

田口実仁佳君 おつかれ様でした！ 

高橋 彰雄君 会長幹事ＳＡＡ役員の皆様、一年間大変御苦労様でした。 

落合 益夫君   〃 

佐藤 弘志君   〃 

外山 裕一君   〃 

森   宏君   〃 

石川 友意君 渋谷会長、石黒幹事、松山ＳＡＡ１年間のご苦労に感謝して!! 

外山 晴一君 会長幹事ＳＡＡご苦労様でした。 

金子太一郎君 渋谷会長、石黒幹事、松山ＳＡＡご苦労様でした。去年は火災で流れましたが今日

は大丈夫そうです。去年の分も楽しんで下さい。 

石川 勝行君 会長幹事慰労会に参加して！ 

渕岡  茂君 渋谷会長、石黒幹事、松山ＳＡＡお疲れ様でした。数年後、又このメンバーで三条

北ＲＣをしきって下さい。 

梨木 篤史君 今日は二次会レオナで。 ありがとうございます。 

大野 新吉君 渋谷会長、石黒幹事、松山ＳＡＡ三役１年間大変ご苦労様でした。今夜はごゆるり

とお過ごし下さい。 

梨本 文也君 渋谷会長、石黒幹事、松山ＳＡＡ １年間お疲れ様でした。 

丸山  勝君    〃 

岡田 大介君    〃 

本間建雄美君    〃 

渡辺  徹君 会長幹事ＳＡＡ他、皆様一年間お疲れ様でした。 

石丸  進君    〃 

佐藤 義英君 渋谷会長、石黒幹事、松山ＳＡＡ 今日は最後の晩餐です。１年間大変ご苦労様で

した！！ 

岡田  健君 ＢＯＸに協力です。 
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山崎  勲君 ＢＯＸに協力 

花井 知之君    〃 

高橋 研一君    〃 

羽賀 一真君 １年間ニコニコＢＯＸへのご協力ありがとうございました！年度

が始まる前、先輩から「羽賀さん。ＢＯＸへの集まり具合はＢＯＸ

委員長の人柄によるんだよ」と諭され精進してまいりました。もし次年度の梨木委

員長の時に今年度より集まりが良ければ羽賀よりも人柄が良い事になりますので何

卒よろしくお願いします！ありがとうございました！ 

 

於：三条ロイヤルホテル 

          開会挨拶                         初仕事 

 

バッチ＆木槌引き継ぎ 

 

 

記念品贈呈 

 

花束贈呈 

 

謝辞 

 

 

 

 

 

 

乾杯 
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ボサノヴァ 

   

   中締め 

 

 

 

 

 手に手つないで 

 

 

 

 

 

 

 

次年度もよろしく 

 

 

    二次会（レオナにて） 
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お 誕 生 日 

         会 員         ご家族 

下村 啓治   ５    本田真由美 ２３ 

外山 晴一  １３    

高橋 彰雄  ２７  

       馬場直次郎  ２８ 

 

 

三条市内８クラブゴルフ大会（ホストクラブ担当） 

 6月 23日(土)下田城ゴルフクラブ   表彰式（懇親会）餞心亭 おゝ乃 

参加クラブ：三条ＬＣ・三条中央ＬＣ・下田ＬＣ・三条ＲＣ・三条東ＲＣ・三条北ＲＣ  

合計４１名   

個人優勝：五十嵐孫六(三条ライオンズクラブ） 

準優勝：岡田大介(三条北ロータリークラブ） 

３位：小林時男（三条中央ライオンズクラブ） 

団体優勝：三条ライオンズクラブ 

準優勝：三条北ロータリークラブ 

三 位：下田ライオンズクラブ 

 

 

 

 

 

 

７ 月のお祝い 


