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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 

第 8回目の例会挨拶は第７回と８回

を間違えた 8月 28日春秋まるいさん

で行なわれた内容と、8月 31日(金)

に開催された三条東 RCイーストゴ

ルフ会コンペの内容についてお話し

たいと思います。 

今年度第 1回目の夜例会は親睦委員会の企画で開

催されました。お楽しみ会はありませんでしたが、

飲んで会話も弾んで雰囲気も盛り上がりとても楽

しく終えることが出来ました。親睦委員長はじめ

委員の皆さんありがとうございました。 

次に東ＲＣイーストゴルフ会コンペは大新潟カン

トリークラブ三条コースで行なわれました。６組

２２名の参加でした。 

私は第１スタートでした。３ホール位プレーを行

なっていたら、第２スタートの菅家さんから雨と

雷で中止と言われましたが、一緒のメンバーで相

談の上、そのまま続行しましたが昼食の時にハー

フのみで終わる事を決めました。 

表彰式で順位はクジ引きで決め、私は１１位でし

た。ゴルフの参加は少ない私ですが、参加するこ

との楽しさを感じることができた１日でした。 

幹事報告：外山ＳＡＡ             

・地区ロータリー財団委員長より 感謝状贈呈の件 

渋谷年度財団寄付実績に対して感謝状を頂きま 

した。 

    メジャードナー アークランド坂本(株) 

    年次基金１人当たり寄付額 １位  

    年次基金クラブ総計寄付額 ３位 

 ロータリーカード入会のお願い  

カード利用によりポリオ撲滅のための資金協力をする事になります。    米山奨学金贈与              

・三条市ＰＴＡ連合会より 第３６回ふるさと絵画コンクール協賛のお願い 

・国際ロータリー事務総長より 中條ＰＧ逝去に際し、お悔やみメッセージが届いています。 

・三条ローターアクトクラブより ９月第二例会のご案内 

      日時 9月 27日(木)19：30～21：00 会場 三条燕地域リサーチコア 4Ｆ 

例会日２０１８．９．４  累計№１５１４ 当年№８ 

本日の行事：「ロータリーの友月間」 

◆本日の出席：６３名中３２名    

◆先々週の出席率：６３名中４７名 74.60％ 

         （前年同期 76.92％） 

 

◆本日のゲスト： 

ＲＩ第 2560地区ロータリーの友 

地区代表委員 米山 智哉 様 

◆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）： 

 ８月３０日燕ＲＣ 本間建雄美、岡田 健 

          山崎 勲、斎藤良行 

 ９月 １日米山委員長セミナー 森  宏 

      

＊本日の配布書類等 

 ・週報№1513 

 ・ロータリーの友９月号 

 ・ガバナー月信 ９月号（閲覧用） 

 ・認知症セミナー案内（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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・バリーラシンＲＩ会長より ハンブルグ国際大会への参加勧誘メッセージが届いています。 

・地区奉仕プロジェクト「認知症を知るセミナー」の案内を配布しました。 

地元開催ですので多くの参加をお願いします。 

理事会報告：第３回 平成３０年９月４日（火）11：30～12：30於：三条ロイヤルホテル 

出席者：高橋研一、外山裕一、早川瀧雄、松山浩仁、渋谷義徳、斎藤 正、金子太一郎 

外山晴一、中原尚彦、花井知之、樋口 勤、羽賀一真、佐藤秀一 

                 出席数１３/１６（内委任状４名） 

協議事項１.夜例会決算報告    承認 

     2.奉仕プロジェクト事業「認知症を知るセミナー」対応の件 承認 

      本日例会で案内出欠表を回し、参加者を募る。会長幹事、職業奉仕、社会奉仕、国際

奉仕委員長の他に運営スタッフとして２名協力要請 

     3.米山記念館１００円募金協力依頼の件 承認 

      米山ＢＯＸより送金する 

     4.ライラ研修参加者報告 承認 

      研修生：さる～ん、三共電機より各１名 ロータリアン２名 

     5.社会奉仕事業の件   承認 

現状報告・広告掲載（三条市広報・三条新聞・越後ジャーナル） 

     6.命のアサガオ新潟支援依頼の件  承認 

      スマイルＢＯＸより１万円 

     7.中條ＰＧお別れ会の件      承認 

      服装は平服、黒ネクタイとする 

      他ＲＣ礼状については会長一任とする 

委員会報告： 

雑誌委員会 9 月号は「6 人に１人は貧困の子供がいる」という事が、横組 7 頁～14 頁に、

ポリオに関して 28 頁～32 頁に載っています。特に 28 頁にブレスという映画の上映につい

て載っています。見てみたいと思います。ロータリー東日本大震災青少年支援連絡協議会が

運営する「ロータリー希望の風奨学金」について掲載されています。お読みになって下さい。 

 

社会奉仕委員会 10/18社会奉仕事業「野沢香苗コンサート」皆さん協力をお願いします。 

     チラシ、ポスターを持ち帰り掲示、ＰＲを宜しくお願いします。 

 

 

 

 

星野 義男君 米山智哉さん、卓話に感謝して!! 

大野 新吉君 ロータリーの友地区代表委員米山様ようこそ!!本日は宜しくお願いします。 

佐藤 弘志君 米山智哉様、ご苦労様です。卓話宜しくお願いします。 

下村 啓治君 協力を 

 

 

 

 

早川 瀧雄君 ロータリーの友地区代表委員の米山社長、卓話宜しくお願いします。 

外山 晴一君 米山さん、ようこそ。よろしくご指導下さい。 

佐藤 弘志君 ボックスに協力 

浅間 一洋君   〃 

高橋 彰雄君 協力致します。 

森   宏君 ９/１米山委員長セミナーで勉強してきました。 

米山奨学ボックス：４日現在累計１４０,０００円 

ロータリー財団ボックス：４日現在累計４６,０００円 
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米山委員長セミナーに参加して 

 9/1にイタリア軒で開催されました。例年このセミナーに行きますと奨学会の意義などの説明等が

あるのですが、その後に、学友や親善大使、奨学生の発表があります。先回も本当に感心したので

すが、選ばれた優秀な方が奨学生として来られていて今回は、韓国とカザフスタンからの奨学生の

お話を聞きました。それぞれ希望を持っていて、韓国の方は物理学をやっていてノーベル賞を目指

していると言っていましたし、カザフスタンの方は実業家を目指していて、私は知らなかったので

すが事業創造大学院大学が新潟にありそこに在学しているそうです。 

地区の寄付金の報告がいつもありますが、2560 地区で三条北ＲＣは第 5 位です。いつも上位にいま

す。個人の平均寄付額は三条北ＲＣ23,969 円です。今年度も引き続き、これ以上のご協力を宜しく

お願い致します。 

 

 

 

米山智哉君（三条ＲＣ）本日は「ロータリーの友」のＰＲでおじゃましました。宜しくお願い致し

ます。 

石川 友意君 ロータリーの友月間にて２５６０地区ロータリーの友、地区代表委員米山智哉様の

卓話に感謝して!! 

外山 晴一君 大きい台風が近づいていますが被害の無い事を祈っています。 

米山 忠俊君 ロータリーの友地区代表委員の米山智哉様ようこそいらっしゃいました。

本日はよろしくお願い致します。 

梨本 文也君 梨木さんに協力させて頂きます。 

梨木 篤史君 今日は台風が夕方６時に接近するそうなので気を付けましょう。 

９月の結婚記念 スピーチ 浅間一会員（9月 23日） 

お恥ずかしながら、暫くぶりに出て参りましたら、梨木さんからニコニコしなが

ら「結婚式の話を・・」と言われました。 

昨日まで物件搬入が続いていました。見附のまごころ学園に搬入していましたが、

毎回設計屋さんからご指導頂いています。 

結婚は 1993 年ですが、2 月に出会って 6 月結納、9 月に結婚式というスピードで

バタバタでした。それから 25年一緒に居ります。子供も二人おりまして、役目は

これで終わったのかなと思います。これからはご褒美の時間になるかなと思って    

        います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマイルボックス：４日現在累計１４９,０００円 
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本日の行事：「ロータリーの友月間」 

ＲＩ２５６０地区ロータリーの友地区代表委員 米山 智哉 様（三条ＲＣ）

講師紹介：雑誌委員会 石川友意委員長 

今月は「ロータリーの友月間」です。地区代表

委員の米山智哉様から卓話をして頂きます。米

山さまは皆さんご存じの様に色んなアイデア商

品を出していらっしゃる米山シール印刷(株)代

表取締役社長さんで、三条ＲＣにいらっしゃい

ます。宜しくお願い致します 

「ロータリーの友月間に因んで」 

先ず中條耕二パストガバナーが

亡くなられた事は本当に残念で

す。 

私のような経験の浅い者にも気

さくに声を掛けて頂きました。

衷心から哀悼の意を表したいと

思います。 

日頃はロータリーの友の活用促進と情報収集に

ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

また本日はロータリーの友のＰＲに卓話の機会

をいただきましたこと重ねて御礼申し上げます。 

先ほど石川委員長がロータリーの友の要点をご

紹介されていましたが、毎月していただいてい

る事は非常に有り難いことです。 

友委員は１年間に５回東京に行って会議に出席

しなければなりません。 

５月オリエンテーション ７月引き継ぎ ８月

と３月ゾーン会議  最後に引き継ぎをします。 

この会議で地区内のトピックになりそうなこと

を報告する事になります。 

さて、読まれないベストセラーと言われる「ロ

ータリーの友」ですが、私も昨年１０月に地区

代表委員を拝命するまでは興味のある記事のつ

まみ読み程度であまり端から端まで真剣に読ん

だことはありませんでした。この７月からは読

んだ感想のリポート提出という宿題もあってじ

っくり読み込んでみると、左に開いていく横組

みの記事にはＲＩ会長のメッセージから始まる

ＲＩ指定記事や特集記事、世界の話題や知識・

データなどがあり、右に開いていく縦組みの記

事は主に講演や卓話の要旨、全国のロータリー

クラブの紹介やユニークな活動の投稿記事から、

記事に対する「声」や「パズル deロータリー」

など実にバラエティーに富んだ内容で楽しく、

また読みごたえのある内容になっていることに

気付かされました。 

例えば７月号の「スピーチ」の欄で、活水（か

っすい）女子大学音楽学部特別専任教授・活水

学院吹奏楽団音楽総監督の藤重佳久（ふじしげ

よしひさ）様（以下藤重教授）のＲＩ第 2740地

区の地区大会記念講演「音楽教育は人間教育」

の内容は、最近の若い人の育成に悩んでいた私

に一つの気づきを与えてくれるものでした。 

特にできない子ややる気のない子に対するこち

ら側の心構えや指導のしかたは、これからの人

材育成にとても参考になると感じました。藤重

教授が先輩から言われる「ＡとＢの二人の生徒

がいて、Ａはできる、Ｂはできない。そんな時、

Ｂの子は、あなたにとっては先生なんだよ」と

いう考え方は、人口減少、少子高齢化、競争心

や上昇志向の希薄なゆとり教育世代の就職など、

やる気のある優秀な若者が私どものような中小

企業にはなかなか来てくれない状況では、これ

から会社が伸びていけるかどうかに直結する問

題への答えの一つになるのではないかと感じま

す。つまりどんな子でも可能性を信じてやる気

のある優秀な子に育てていく、経営側の覚悟と

仕組みを整えていくことが会社成長のカギにな

るということを気付かせてくれたのでした。 

また８月号の「女性ロータリアンに聞く、女性

ロータリアンの会員増強・維持のワケ」は、い

まだ女性会員のいない三条ロータリーの会員と

して大変興味深く参考になる特集でした。「女性

を入れるか、消滅するか」という刺激的なタイ

トルもありましたが、会員増強・維持を目標に

掲げるのであれば、女性会員の入会は避けては

通れない流れではあり、そのためには現会員の

コンセンサスをどうとればいいのか、最初の女

性会員になじんでもらうにはどうしたらいいの

か、といったこれから女性会員を受け入れるク

ラブは議論の出発点として、またすでに女性会

員が入会しているけれどなかなか増えないとい

った悩みを持つクラブは、女性会員が実はこう

思っているという本音を知る材料として活用で

きると思います。 

既に読まれた方は今一度読み返していただき、

まだの方は是非一度読んでみてください。もし

かしてもうすでに７月号も８月号も手元にない

という方に朗報です。実はロータリーの友には

電子版も用意されていてバックナンバーがいつ

でも見られるようになっています。インターネ

ットで「ロータリーの友」で検索していただい

てオレンジ色のボタン「『友』電子版ログイン」
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で入っていただき、ログインＩＤ「rotary」、パ

スワード「rotary」を入力してください。簡単

ですね。これで「ロータリーの友電子版」がス

タートした２０１４年１月号からのすべてのロ

ータリーの友を読むことができます。 

さて「ロータリーの友」はロータリーの情報誌

で基本的にはロータリアンのための機関・情報

誌です。ロータリー以外の方にお読みいただい

てもロータリーのことをわかっていただけるよ

うに編集されていますが、原則は会員向けです。

８月２１日に開催されたロータリーの友委員会

第１ゾーン会議でも議題に上がったのですが、

「ロータリーの友」を市役所や病院など不特定

多数の方がご覧になれる環境に積極的に置いて

広報活動の一助としてはどうかという意見が出

されました。これには反対意見もあって、会員

は毎月２００円の購読料を払って「ロータリー

の友」を読む権利を購入しているのでむやみに

無償で配るのはいかがのものか、また、会員向

けということで多くの個人情報がそのまま載っ

ているので、もし公共の場に置くというのであ

ればそうした方面への配慮が必要ではないか、

といった意見が寄せられ、結局結論は出ません

でした。すでに公共の場に置かせてもらってい

るクラブもあり、とりあえず各クラブの判断に

任せるということのようです。 

ロータリーの広報用のパンフレットはすでに用

意されていて、公共イメージ向上のための

「ROTARY世界と日本（第１１版）」と会員候補

者のための「ROTARYあなたも新しい風に（第９

版）」の２種類があります。「ROTARY世界と日本

（第１１版）」はまさに公共の場などにおいても

らうためのパンフレットなので広報などに積極

的に活用してください。また「ROTARYあなたも

新しい風に（第９版）」はロータリアンの実際の

活動や、例会や奉仕活動などについての紹介の

情報誌ですが、こちらは最終版で今後更新はさ

れずに在庫限りとなるので必要であればお早め

にオーダーしてください。発注書は各クラブの

事務局に送られていると思うのでロータリーの

友事務所に発注してください。 

「ロータリーの友」はロータリアンの皆様から

の投稿で成り立っています。投稿には様々な種

類があってそれぞれに文字数や写真の有無とい

った規定があります。お配りの手引書の８Pと

９Pに投稿規定があるので参考にしていただい

て雑誌・広報委員長を中心にぜひ投稿してみて

ください。その際に著作権や肖像権、ウェブサ

イトからの引用などにも注意が必要になるので

手引書の１０Pをよくお読みください。 

また投稿しても必ず採用されるとは限りません。

採用されるちょっとしたコツも１１Pに載せて

あります。写真は活動が一目でわかること、参

加者がわかること、記念写真ではないことなど

がコツです。そしてあらかじめ撮影者を決めて

おき、活動の流れを把握してどのシーンが一番

効果的かをシュミレーションしておくことが重

要です。 

原稿は一番伝えたいことを一つに絞って他は補

足程度にしておいて、読者の立場で知りたいと

思うことや役に立つことを考えて、自分たちの

クラブや活動を伝える原稿を書いてください。 

最初は「わが町の味」のようなフレンドリーな

ものや、友誌に対する意見や感想を「声」欄に

投稿されることからでも結構です。ぜひ積極的

に投稿をお願いいたします。 

「ロータリーの友」はロータリアンの購読料で

発行されています。しかし毎年の収支は黒字と

赤字を行ったり来たりの状態です。伸び悩む会

員数の影響も大きいのですが、実は広告収入の

増減が大きく影響しています。最盛期には広告

収入だけで年間２０００万円から３０００万円

あったのが、一時期は５００万円にまで落ち込

み、2017-18年度の広告収入は約１０００万円

で収支は５００万円の黒字でした。 

ロータリーの友事務所は細かな経費削減から

「ロータリーの友」のサイズや紙の変更、ゾー

ン会議やオリエンテーションの交通費の見直し

などで継続的にコストダウンを図っています。

しかしもうけを出すことが目的ではなく、どう

したらより多くのロータリアンに読んでもらえ

るかを考えて日々取材や編集作業にあたり、誌

面の充実を通じて会員増強や会員維持の一助と

なってロータリアン同士の絆と情報共有に繋が

ることが第一だと考えて活動しています。彼ら

のこの姿勢には頭が下がる思いです。 

手引書の末尾に広告募集の要項をのせてありま

す。９万５千部以上のエグゼクティブ向け雑誌

の広告なので効果は十分にあると思います。 

ご興味のある方は私かロータリーの友事務所、

またはページ下の広告社にお問い合わせくださ

い。 

皆様にはこれからも「ロータリーの友」を端か

ら端までじっくりと読んでいただいて、投稿し

て皆様の活動を全国のロータリアンに知っても

らって、「ロータリーの友」というすばらしい会

報誌に記録として残していただきたい。 

ご協力をよろしくお願いいたします。
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中條耕二パストガバナーご

逝去にあたり国際ロータリ

ー事務総長よりメッセージ

が届きました。 

 

 

 

 

 

 

 

お別れの会  

平成３０年 9 月 6 日(木)  

会場：ジオ・ワールドビップ  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区内ロータリアンの他にも多数の方がお別れに来場さ

れました。 


