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三条北ロータリークラブ週報 
 

会長挨拶：高橋研一会長 

みなさん こんにちは。 

本日の私の第２回例会に出席して頂

きありがとうございます。 

本日の挨拶は皆様の体調の事、それ

は異常気象、梅雨明けがありました

が雨の降り方が少なく厳しい暑さ、

熱中症対策も考えて身を守らなければなりません。 

そんな中、西日本豪雨による犠牲者１００人を超

えました。いまだ多くの人たちの行方が分かって

いません。救助、復旧に全力を挙げて実働部隊を

７３,０００人に増強し、全力で救命救助に当たっ

ています。お見舞い申し上げます。 

３５年ぶりの大災害、死者の方が１２７名、不明

者の方が６１名。ご冥福を祈ります。 

こんな状況なので報告する事が沢山ありますが、

本日は自重し終わります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告：松山浩仁幹事            ＰＨＦ 達成おめでとうございます 

・新保直前ガバナーより クラブ会長会のご案内 

       日時 7月 22日(日)13：00～ 会場 ホテルオークラ新潟 

・Ｒ財団日本事務局より ポールハリスフェロー認証について 

       ６回落合益夫会員  ３回石川一昭会員 

・米山記念奨学会より 米山功労者認証について 

             １１回中條耕二会員  １回高橋研一会員 

・ロータリーの友地区代表委員より アンケートのお願い 

・新潟いのちの電話より ご支援のお願い 

・第四分区ガバナー補佐より ＩＭ開催のご案内 

       日時 9月 8日(土)13：30～   会場 寺泊文化センターはまなす 

例会日２０１８．７．１０ 累計№１５０８ 当年№２ 

本日の行事：「今年度方針発表②」 

◆本日の出席：６５名中３４名    

◆先々週の出席率：６５名中５７名 87.69％ 

         （前年同期 87.88％） 

 

◆本日のビジター： 

 分水ＲＣ 杉田和夫さん、仲村厚子さん 

 

◆先週のメークアップ 

 ７月 ４日三条ＲＣ 本間建雄美 

４日川瀬年度フタッフ会議 

佐藤義英、石川勝行 

１０日会報委員会 浅野潤一郎 

今井克義、石黒隆夫、石川友意 

１０日社会奉仕事業打合 佐藤秀一 

   高橋研一、松山浩仁、羽賀一真 

  中原尚彦、石丸 進、田中耕太郎 

          

＊本日の配布書類等 

 ・週報№1507 

 ・地区大会案内（チラシ） 

 ・青少年交換学生募集要項 

 ・地区大会記念ゴルフ出欠確認 

国際ロータリー会長：バリー・ラシン 

 「インスピレーションになろう」 

第２５６０地区ガバナー：川瀬 康裕 

 「自らのストーリーを作りましょう」 

会 長：高橋研一 

「将来みんなのためになること 

 これからのロータリーのために 

 力を込めて課題にチャレンジしょう！」 

幹 事：松山浩仁 

ＳＡＡ：外山裕一 

例会日：火曜日 １２：３０～１３：３０ 

例会場：三条ロイヤルホテル℡34-8111 

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  FAX0256-35-7488 

ＨＰ：http://www.sanjo-nrc.org 
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・川瀬ガバナーより 地区大会のご案内 

       日時 11月 11日(日)9：30～  会場 燕三条地場産業振興センター 

          地区大会記念ゴルフ大会のご案内 

       期日 10月 4日(木)  会場 湯田上カントリーゴルフク倶楽部 

 

ＩＭ実行委員 杉田和夫様・仲村厚子様 

分水ＲＣがホストクラブとして開催しますＩＭに付いてＰＲと登録のお願いに伺

いました。 

9 月 8 日(土)午後から、旧寺泊町の寺泊文化センターはまなすで行ないます。「良

寛の慈愛の心にロータリーの誠心を学ぶ」と題し氏田公基さんから基調講演をして

頂く事になっています。 

分水は良寛さんが 20年間過ごした所縁の地です。慈愛の心と奉仕の心を重ね合せ

て学んで頂く事をテーマとしました。その後、元アナウンサーによる朗読を予定し

ています。 

懇親会はマイクロバスで移動して頂き、日本海の幸を堪能して頂きます。各ＲＣには 50％

以上の登録をお願いします。登録に関しましては、ワード又は、エクセルでメールにて登

録頂きたいと思います。皆様のご出席を心よりお待ち致しております。 

本日は貴重なお時間を頂きありがとうございました。 

地区大会記念ゴルフ大会実行委員 佐藤義英会員 

10月 4日(木)地区大会記念親睦ゴルフ大会についてお願いです。 

ゴルフ同好会員のみならず、全会員の方から少しでも多く参加して頂きたいと思いま

す。３００名を目標にしております。３人の可愛い女子プロを招き、一緒にプレーを

しようという計画も企画中です。 

又、ホテル小柳・若竹旅館からご協力頂き割安での宿泊も可能です。是非、参加して

下さい。宜しくお願いします。  

 

 

 

 

高橋 研一君 会員の皆様、暑い中ご出席頂き誠に感謝申し上げます。 

石黒 隆夫君 渡辺委員長に協力します。 

渕岡  茂君    〃 

渡辺  徹君 梅雨が明けました。暑い日が続きますが頑張りましょう。 

 

 

 

高橋 研一君 会員の皆様、暑い中ご出席頂き誠に感謝申し上げます。 

石丸  進君 森委員長にご協力させて頂きます。 

本間建雄美君 米山ＢＯＸに協力 

森   宏君 病院から歩いて来たら汗びっしょりになってしまいました。 

 

 

杉田 和夫君（分水ＲＣ）9月 8日(土)に開催されますＩＭに是非、多くの会員の皆様からのご登録

をお待ちいたしております。 

仲村 厚子君（分水ＲＣ）   〃 

中條 耕二君 高橋会長、松山幹事、外山ＳＡＡご活躍をご祈念しております。お蔭様で元気です。 

石川 友意君 分水ＲＣ杉田さん、仲村さんを歓迎して!! 

米山奨学ボックス：１０日現在累計１１０,０００円 

ロータリー財団ボックス：１０日現在累計３１,０００円 

スマイルボックス：１０日現在累計４２,０００円 
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佐藤 義英君 地区大会記念ゴルフ大会への皆様一人でも多くの参加をお願い致します。 

米山 忠俊君 お暑うございます。 

高橋 研一君 会員の皆様にご協力いただき感謝しております。ありがとうございます。 

松山 浩仁君 分水ＲＣより杉田様、仲村様ようこそいらっしゃいました。どうぞゆっくり

していって下さい。 

梨木 篤史君 先日、ひざが痛く病院に行き、治療費よりもコルセット代の方が値段が高く

びっくりしました。 

本日の行事：「今年度方針発表②」

職業奉仕羽賀一真委員長 

我々職業奉仕委員会からは

今年度の事業計画として、来

年1月の職業奉仕月間に新潟

東 RCのかたへの卓話の依頼

のほかに、9 月 25 日（火）

の通常例会で東京電力のか

たを外部講師として卓話を

いただいたあと、11 月 20 日

（火）の移動例会として職場見学先に、「柏崎刈

羽原子力発電所」を計画しております。ちなみ

に、今年度の高橋研一会長が電気工事業者とし

て何度か東北電力の招待で原発見学に行ってい

られることと、私も少なからず電気関係の仕事

をしている関係で、個人的な勉強のために何度

か友達や家族を連れて原発見学をしたことがあ

ったことも、この見学事業を思い立ったきかっ

けでもあります。 

ご存知の通り新潟県に位置する柏崎原発は世界

最大の原発です。先月、行われた新潟県知事選

挙では、保守系候補が勝ちました。しかし、県

知事選挙と同時に行なわれた出口調査では、原

発再稼働については、反対が 70%以上、賛成は

30%以下でした。野党系候補の公約は再稼働反

対もしくは即時廃炉でしたが、花角新知事は、3

つの検証（原因、影響、避難）を引き継ぎ県民

の理解と同意が無ければ再稼働はさせないと言

っています。逆に言えば県民の理解と同意があ

れば県知事の職を賭してでも再稼働させるとい

う意味です。 

参考までに、現在、日本国内には原発 16 か所に

54 基の原子炉があるうち、福島原発事故が発生

したあとにもかかわらず、大飯原発・高浜原発・

伊方原発・川内原発に続き、玄海原発を合わせ

て 5 か所で合計 9 基が「良いか悪いかは別とし

て」地元住民の賛同を得て次々に再稼働してお

ります。（2018 年 6 月末現在） 

そのため、我々新潟県民も原発立地の地元住民

として、再稼働に賛成するのか反対するのか、

まったくの無関心と言うわけにもいきません。 

そこで、電力事情や経済効果を考慮し 6 号機 7

号機が審査に合格したことに対し納得して賛成

するにしても、危険だから反対するにしても見

もせず反対するよりは例えば実際に見に行って

「沸騰水型軽水炉を見てみたけどあんなの危険

極まりない！」とか「あんなに低い防潮堤で津

波が防げるわけがない！」と言ったほうが説得

力があります。 

ちなみに羽賀は中立で「電力は原発だけではな

い。代替エネルギーさえあれば、地震の多い日

本では、いずれは無くすべきだが、日本の原子

力技術者がいなくなるわけにもいかないので、

すぐには無くせない。」です。 

車に乗る時の交通事故や飛行機に乗る時の事故

は誰もゼロリスクだから乗っているのではなく、

リスクを最小限に抑えてあるいはあらかじめ事

故発生時の対応を想定したうえで、利便性をと

って乗っていますよね。現実的には原発も同様

にリスクとリターンを分析したうえで、検討す

るべきではないかと個人的には考えています。 

東京電力に、ロータリーで見学を検討してい

ると打診したところ、さっそく広報のかたがす

っ飛んでこられました。もちろん東京電力はな

んとしても再稼働したいからです。そのあたり

は冷静に考慮しなければなりませんが。お話し

したところ他クラブのロータリーとしての見学

はちろん初めてではなく、柏崎 RC などが過去

に原発見学をしているそうです。 

私が家族を連れて見学に行ったときは敷地内

をバスで移動見学をしただけで原子炉建屋の中

までは入れませんでしたが、ロータリーなど団

体見学では、通常は入れない原子炉建屋の中ま

で見せてもらえるとのことです。これは滅多に

ない機会ですのでぜひ皆さんで見に行きましょ

う。ただし、核燃料施設ですので当然厳重なセ

キュリティのために、あらかじめ見学希望者は

2 週間前までに見学申込書の記入と免許証など

の身分証明書の写しを提出の上、見学当日も免

許証の原本を持参し見学受付で本人確認をしな

いと入れないそうですので、よろしくお願いし

ます。 
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また、原発を見学するにあたり、この三条北 RC

内で原発に対するアンケートにご協力いただき、

質問状としてまとめて、原発見学前の、東京電

力の講師卓話にその質問状をぶつけてみるのも

検討しております。 

 例えば、「国内の電力は原発が無くても実際は

足りているのではないか？」とか「発電のラン

ニングコストだけが安いという目先の採算だけ

見て実際は使用済み核燃料を 10 万年も保管す

るコストや危険性と廃炉にかかる莫大な費用を

先送りしているだけではないか？」「東京電力は

放射能漏れ事故を隠ぺいしていたので信用でき

ないのではないか？」など、滅多に聞けないす

るどい質問もこの際ぶつけてみましょう。東京

電力からの一方的にな説明を聞くだけでは当然

いいことしか言わないでしょうから。 

以上で私からの方針発表を終わります。 

 

社会奉仕佐藤秀一委員長 

私と田中耕太郎副委員長、丸

山正男委員の３名です。宜し

くお願いします。 

10月18日(木)に社会奉仕事業

「二胡奏者野沢香苗演奏会」

を行ないます。 

野沢香苗さんを知ったのは２

年前の地区大会１日目のＲＩ会長代理歓迎会の

アトラクションで演奏されていたのを聞いた時

音色に感動しましたので、是非三条市でも多く

の人に聴いて貰いたいと思い、連絡しましたら

快諾して頂きました。中国の民族楽器である二

胡と言っても知らない人が多いと思います。 

野沢香苗さんのプロショーンビデオがあります

ので見て頂きたいと思います。（ＤＶＤ観賞） 

実際の生演奏はもっと素敵です。 

二胡は中国の伝統的な擦弦楽器ですが演奏者が

少ない。もちろん演奏会も少ない。 

とても魅力的な音色ですので、音楽や楽器に興

味のある方はもちろん、二胡を知らない方も是

非この機会に視聴して頂き感動的な演奏会にし

たいと思います。 

 

青少年奉仕＆ライラ 石丸 進委員長 

委員会は青少年や若い世代の

社会人がリーダーシップ能力

を伸ばせるよう支援する。未来

を託すべき次代の担い手として青少年に積極的

な役割を期待し、より良き未来のために新世代

の生活力を高め、将来への準備をしてもらうこ

とが目的です。 

高橋会長はこれらの考え方を強固なものとし筋

金入りの奉仕の精神を若者達に伝えていきたい

との事です。 

9/29・30 直江津においてライラ研修が開催され

ますが研修生２～３名、ロータリアン 1～２名

参加の予定です。参加希望がありましたらお知

らせ下さい。 

５月の青少年奉仕月間も担当します。 

私は、若者が建設的に育つために、社会が良く

なるためには我々がどう係わって何が出来るだ

ろうか、と言う事だと思っています。社会では

青少年に係わる犯罪が多く、新潟県内でも犯罪

が目立っています。どういう処から来ているの

か私なりに考えてみました。私はステーキ屋と

いう商売をさせて頂いていますが、非常に恵ま

れた、豊かな子供達を３０年４０年みてきまし

た。かたや報道されている犯罪者の子供も居ま

す。またその子供はどういう環境で育ったか、

社会に出た時、どういう風に社会を見るのか、

こういったことが根幹にあって、将来の子供達

を良くしよう、社会を良くしようと考えなけれ

ばと思います。犯罪者の子供も被害者です。 

私事で恐縮ですが、先日１７０人ほどのコンペ

を開催させて頂きました。そこで参加者の皆様

に同じようなお話をさせて頂きました。私たち

も健康で、商売もまずまずであればこそゴルフ

をして楽しむことが出来る。しかし、親のいな

い子供や、親と外食も出来ない子供もいる。我々

は恵まれているのだからとコンペの参加者と当

社で２５万ほどの寄付をしました。そして養護

施設の子供達を私共の店に招待し食べに来て頂

こうとおもいました。三条だけではなく、全国

で店の空いている時間にそういった施設の皆さ

んを招待しステーキをたらふく食べて貰おうと

思っております。先日は新潟で行ないましたが、

園長さんから大変喜んで頂きました。 

この委員長を引き受けて思ったのですが、社会

をよくしていくという事は犯罪が起きたときに、

その犯罪者の子供達がどう育って行くのかを考

えなければいい社会は実現しないのではと痛感

しているところです。 

一年間皆様方のご協力よろしくお願い申し上げ

ます。

 

 


