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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１０回目の挨拶は 12月 1日放

送決定の「新４Ｋ８Ｋ衛星放送」

の魅力！に触れたいと思いまし

たが、映像の違いをお見せできる

準備が出来なくて、今回は画像、

画素数の違いを説明したいと思

います。 

今まで見ていたフルハイビジョンの画素数は  

約２００万画素です。 

これから見られる４Ｋスーパーハイビジョンの画

素数は約４倍の８００万画素です。８Ｋスーパー

ハイビジョンの画素数は約１６倍の３,３００万

画素です。 

この数字を聞いただけでもどれほど素晴らしい映

像が見られるかワクワクします。マスプロやＤＸ

に卓話と実演を頼んで、ＯＫもらいましたが、例

会の予定がいっぱいになって入れることが出来ま

せんでした。次回はＡＩ全盛時代失敗から生まれ

る成功をお話したいと思います。 

 

 

幹事報告：松山浩仁幹事             

・川瀬ガバナーより 西日本豪雨被害義捐金についての御礼 

    地区内ＲＣからの義捐金総額６１６万５６５９円に地区特別災害会計よ   

りプラスして２５６０地区として６３０万円を 2670地区、2690地区、2710

地区に送金しました。 

・第四分区ガバナー補佐より ＩＭ開催の御礼 

・五十嵐川を愛する会より  

五十嵐川クリーン作戦実施について 

    日時 11月 4日(日)7：00～ 

・米山記念奨学会より 米山功労者感謝状が届いています。 

           第 18回メジャードナー 高橋彰雄会員 

 

 

 

 

例会日２０１８．９．１８  累計№１５１６ 当年№１０ 

本日の行事： 

「基本的教育と識字率向上月間」 

◆本日の出席：６３名中３３名    

◆先々週の出席率：６３名中４７名 74.60％ 

          （前年同期 84.61％） 

 

◆本日のゲスト：ＲＩ第２５６０地区 

     国際奉仕委員長 小越 憲泰 様 

    

◆先週のメークアップ（敬称略）： 

 ９月１１日分水ＲＣ 羽賀一真 

田中耕太郎、齋藤孝之輔   

   １２日指名委員会 １８名 

   １４日吉田ＲＣ 田中耕太郎 

      米山忠俊、武田恒夫、岡田 健 

          

＊本日の配布書類等 

 ・週報№1515 

 ・会員増強親睦ゴルフ大会案内 

  

   

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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委員会報告：会員増強委員会  

現在、ロータリークラブは会員増強が最重要課題になっています。今期は会員増強

委員会はＡとＢの二つの体制で会員増強を図っています。高橋会長の力の入れよう

が表れていますが残念ながら今のことろ実績がない状況です。お手元に配布の通り

第二回目のゴルフ大会を企画しました。10月 11日(木)新潟ＧＣで行ないます。是非、

会員候補になりそうな方をお誘い頂いて一人でも多くの方から参加して頂きたいと思います。ゴル

フをやらない方は当日、夜レオナさんで懇親会をおこないますのでそちらに参加頂きたいと思いま

すので宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

佐藤 弘志君 小越国際奉仕委員長、卓話ご苦労様です。 

星野 義男君 小越さんの卓話に感謝して!! 

田中耕太郎君 財団に 

花井 知之君 協力します。 

 

 

 

 

羽賀 一真君 小越憲泰様、ようこそいらっしゃいました。宜しくお願い致します。 

中原 尚彦君 ＢＯＸに協力します。 

梨本 文也君    〃 

坂内 康男君    〃 

森   宏君 日曜日に新潟から三条まで３５㎞、一人でランニングして、帰りは自転車

で帰りました。よーやるな、と自分でも思いました。 

 

 

 

小越憲泰君（三条ＲＣ）今日は拙い卓話ですが、宜しくお願い致します。 

高橋 彰雄君 義兄中條耕二死去の際は大変お世話になりました。 

石川 友意君 地区国際奉仕小越委員長を歓迎して!! 

金子太一郎君 小越国際奉仕委員長、本日はご苦労様です。よろしくお願いします。 

外山 晴一君 秋らしくなり、ゴルフシーズン到来です。頑張りたいと思います。 

早川 瀧雄君 ＲＩ第２５６０地区国際奉仕委員長、三条ＲＣの小越憲泰様、卓話宜しく

お願いします。 

松山 浩仁君 小越様、ようこそお越し下さいました。本日は卓話宜しくお願いします。 

落合 益夫君 ＢＯＸに協力 

梨木 篤史君 昨日ゴルフの練習を久し振りにして、すごい筋肉痛です。 

 

本日の行事：「基本的教育と識字率向上月間」 

ＲＩ第２５６０地区国際奉仕委員長 小越憲泰様（三条ＲＣ） 

今日は、久しぶりに北クラブ

さんに寄せて頂きました。こ

の度、樋口国際奉仕委員長さ

んから９月が識字率向上月

間なので、それについて卓話

の依頼がありました。早速地区の前年度の国際

奉仕委員長に過去２５６０地区で国際奉仕委員

会として識字率向上について委員会活動が行わ

れたか聞きましたが、殆ど取り立てるほどの活

動は無いとの返事でした。そこでこの卓話依頼

米山奨学ボックス：１８日現在累計１５０,０００円 

ロータリー財団ボックス：１８日現在累計５５,０００円 

スマイルボックス：１８日現在累計１８８,０００円 
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を断ろうと思ったのですが、樋口委員長さんと

は仕事を通じて何十年のお付き合いがあるもの

ですから、恥をかく覚悟で参りました。 

私はこちらで卓話をするのは 3 回目であります。

最初は私が未だロータリアンでなかった平成 3

年の時でした。その当時、私は三条市ＰＴＡ連

合会の会長をしておりました。平成 2 年１１月

１３日ＰＭ５；００頃に西鱈田小学校の佐野房

子さん（１０歳）の行方不明事件が発生しまし

た。その事件の捜査にＰＴＡ連合会が係わった

事と佐野房子さんの行方不明事件をキッカケと

して市内２２ヶ校の危険箇所の指摘や通学路の

安全確保の為の資料を作り、三条市ＰＴＡ連合

会がまとめ上げ、それを三条市に提案し、感謝

された事を卓話する様にと先月お亡くなりにな

った中條大先輩に命令されて来させて頂きまし

た。 

この事件について未だ悔しさが残っております。

その事について少し話しをさせて頂きます。 

事件が発生して直ぐに西鱈田小学校のＰＴＡ会

長や役員の皆様が私の処にお出でになり、三条

市ＰＴＡ連合会に佐野房子さんの行方不明に関

する情報提供のポスター作成の要望がありまし

た。本来なら捜査依頼のポスターは佐野房子さ

んのご両親か三条警察署で作るべきポスターで

あります。お聞きすると佐野さんのご両親は全

くポスターを作る気持ちは無いとの事でした。

三条警察署として佐野房子さんは行方不明にな

っているが、佐野房子さんが誘拐、又北朝鮮の

スパイによる拉致の形跡が無く、むしろ佐野房

子さんが家出した事も考えられるので、これは

事件で無く事案であるので、三条警察署として

捜査ポスターは作れないとの事でした。私はそ

の三条警察の見解には多少同調する事がありま

した。当時、私の会社は西鱈田小学校の近くに

ありましたので、事件が発生した状況を良く分

かっておりました。秋も深まった夕方５時頃は

暗くなっており、車もライトを点灯しなければ

走れない位です。又、通学路も田圃の真ん中に

あり、街路灯は１本もありません。友達はとっ

くに帰っております。そんなに暗くなるまで４

年生の女の子が１人で学校に居る事が不思議で

した。余程、家に帰りたくない訳でもあったの

かと思っていたので納得したのでした。そうは

思ってもポスターを作らなければなりません。

ＰＴＡ連合会には全くお金はありません。そこ

で私は当時の内山市長にお願いをしたところ、

内山市長は気持ちよく市長接待交際費でポスタ

ーを作ってくれました。然しポスターを作った

はいいが配る手立てがありませんでした。私は

三条警察署に県内の警察署に配布をお願いしま

したがこれは事件でなく事案だから配る事はで

きないと冷たく断られました。燕警察署にもお

願いしましたが、三条警察署から捜査依頼が無

いので協力出来ないと言われました。そこで三

条市内の小・中学校２２校のＰＴＡの役員の皆

さんにお願いして県内の全ての市町村のＰＴＡ

の事務局にポスターを届けてもらいました。更

に新潟県と接している富山県・長野県・群馬県・

福島県・山形県のＰＴＡ連合会にポスターを手

配りしました。結果として、殆ど情報提供も無

く、この事件の事が忘れかけた９年後に柏崎市

で佐野房子さんは発見されました。事件発生時、

三条警察署が事案でなく事件として真剣に対処

してくれていたら、もっともっと早く発見され

ていたのではないかと本当に今でも悔しくてな

りません。 

又、初めてのＲＣでの卓話でしたので、恥ずか

しい思いを経験しました。 

それはニコニコボックスの事です。小越君今日

はありがとう、とか私に関するメッセージが随

分多く読み上げられました。私は勝手にあのお

金は今日の卓話のお礼かと思ってしまいました。

然し貰うことが無いまま、北クラブさんに不信

感を持っておりました。三条ＲＣに入って初め

てニコニコボックスの事を理解しました。本当

に一人よがりのお金に意地汚い自分に呆れると

同時に一人で赤面してしまいました。 

さて、識字率向上について私の知っている範囲

で話をさせていただき、その後２５６０地区の

国際奉仕委員会の今年度の活動について話をさ

せていただきます。 

識字率向上は１９６８年以来、国際ロータリー

の強調事項で、地域社会で読み書きを向上させ

るプロジェクトを支援しております。地域の識

字水準がその地域の生活水準に直結するという

観点から、この月間中に読み書き・計算の出来

ない人達を援助する為にロータリー地域共同体、

ローターアクトクラブ、インターアクトクラブ、

社会奉仕、ロータリーボランティア、その他の

既存プログラムを通じて識字率向上に取り組ん

でおります。 

ユネスコ（国際教育科学文化機関）の推計（２

０１５年）によると世界の成人非識字者（読み

書きの出来ない人）は約７億８千万人とされて

おります。その２／３は女性です。成人そして

子供に向けて読書のプログラムを企画する事や

学校に本を寄贈する事、そして地元の図書館を

援助する事が要請されております。 

では何故、日本人である私たちが文字を読み書

き出来るのでしょうか。学校で教育を受けた事

が理由の一つです。又、それ以前に親から教わ
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った事が大きいのではないでしょうか。 

世界ではそれすら出来ない厳しい現況がありま

す。是非ロータリアンとして財団を通じて協力

して行きたいと思っております。 

さて今年度から国際ロータリー戦略計画に沿っ

て２５６０地区で「奉仕プロジェクト委員会」

が発足しました。 

奉仕プロジェクト委員会には職業奉仕・社会奉

仕・国際奉仕の３委員会が組み込まれました。 

奉仕プロジェクト委員会は認知症予防活動に協

力支援する事を優先課題としております。 

国際奉仕委員会としてこの奉仕プロジェクト委

員会活動に積極的に参加して行きます。 

超高齢化に突入した日本、認知症患者数は年々

増加しております。 

認知症は早期診断、早期介入を行えばその進行

を抑制する事が可能であり、予防が極めて重要

であります。高齢者が健康上問題ない状態で日

常生活を送れる様、認知症予防活動の普及に努

めて行きます。 

来月１０月６日にロータリーアンを対象として

「認知症サポーター養成講座」を三条リサーチ

コアで開催します。是非多くの皆様のご参加を

頂きたいと思っております。 

国際奉仕委員会の活動としてグローバル補助金

の活用で奉仕活動のサポートに努めます。グロ

ーバル補助金は国内外の人道的プロジェクト・

奨学金・職業研修チームの支援に使用出来ます。

是非当クラブからもグローバル補助金の申請を

して下さい。 

又、国際奉仕委員会は海外のＲＣとの姉妹クラ

ブ・友好クラブとの交流促進に努めます。 

三条ＲＣは台湾新竹城中ＲＣと姉妹クラブの締

結をしております。 

新竹市は人口約４３万人、台北市から南に７０

ｋｍ、新幹線で４０分位の位置にあり、台湾を

代表する産業都市であります。ＩＣ産業とコン

ピューターの周辺機器の製造で知られるサイエ

ンスパークを抱き、又外資系企業の多さでも知

られております。 

その様子は「台湾のシリコンバレー」と称され、

大学や研究機関が多い事も特色であります。産

業面に於ける現代台湾の強さを感じさせる都市

でありますが、市内には４０余りの公園が整備

されており綺麗な町であります。 

新竹城中ＲＣとは２００６年３月に姉妹クラブ

の調印をしました。私はその時の会長でして、

総勢１３名で新竹城中ＲＣを訪問し、調印式の

ステージ上で日本の国家「君が代」を歌った感

激は今もって忘れる事はありません。 

それ以来、毎年交互に訪問し友好を深めており

ます。又、日本国内で発生した、東日本大震災

や熊本大地震等時には多額のお見舞いを頂いて

おります。 

旅行には多くの思い出があるものです。特に海

外旅行となると特別な思い出があります。 

今年５月にお亡くなりになった㈱コメリの捧名

誉会長さんとの微笑ましい思い出があります。

捧さんとはロータリーで３回程の海外旅行をさ

せて頂きました。捧さん程の人ですから勝手に

回りの人達が気を使います。飛行機の席をビジ

ネスクラスかファーストクラスにしましょうか、

と聞きますと、捧さんは何時も「私は皆さんと

同じエコノミークラスで結構です」と言われま

した。本当に謙虚な人でした。ある時、台湾の

新竹で夜の宴会の途中で捧さんが私の処に来ら

れて、この後、足裏マッサージに連れて行って

ほしいと頼まれました。早速宴会の後、捧さん

と私と捧さんの親友の㈱ロー八チの五十嵐さん

の３人で出かけました。たっぷり足裏マッサー

ジで悲鳴を出しスッキリしてタクシーでホテル

に帰りました。タクシーがホテルに着くと同時

に突然、捧さんが左腕を挙げて、大きな声で時

計が無いと言ったのです。その時計は親父さん

の形見で一番大事にしているんだと言われまし

た。出かける時、時間を確認したので間違い無

く在ったので、さっきの足裏マッサージの店に

忘れたと思うので戻ってほしいと言われました。

タクシーがＵターンした時、私がふと後ろを振

り向いて捧さんの左腕を見ると、なんとその左

腕に時計が巻き付いておりました。何の事はあ

りません。左腕を上げたとき時計が下がり背広

の袖の中に隠れただけなのでした。捧さんがそ

の時良く考えれば足裏マッサージで腕時計を外

す事が無いよねと反省されておられました。又

小越君が見つけてくれなかったら足裏マッサー

ジの店で腕時計をしたまま腕時計を探していた

かもと３人で高笑いしました。何時も冷静な捧

さんでも海外ではこんな事があるんだなーと思

いました。それにしてもその時計は古いゼンマ

イ巻きで、多分そこらに置いてあっても誰も持

っていかないのではと思いました。又、思い出

や思い出の品は物の価値観ではないのだと思い

ました。 

最後になりますが、来年の６月１日から５日ま

でロータリー国際大会がドイツ・ハンブルクで

開催されます。高橋会長さん・樋口国際奉仕委

員長さん、是非一緒に参加して頂くようお願い

をして拙い話を終わらせて頂きます。 
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日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５ ６
三条南ＲＣ
米山月間
奨学生スピーチ
ウーアン,
ティラー君

三条北ＲＣ
米山月間
奨学生スピーチ
メディナ　コントレ
ラス,ダニエル君

三条ＲＣ
「ライラ研修報告
会」
担当
青少年奉仕委員
会

三条東ＲＣ
休会

燕ＲＣ
米山月間
加茂ＲＣ
夜例会

休会 認知症セミ
ナー

地区ｺﾞﾙﾌ大会

７ ８ ９ １０ １１ １２ １３
体育の日 三条北ＲＣ

「ライラ研修報告
会」
担当
青少年奉仕委員
会

クラブ休会 三条東ＲＣ
ﾗｲﾗ研修報告
燕ＲＣ
会員卓話
加茂ＲＣ
ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問

吉田ＲＣ
セミナー報告
卓話
佐藤良一会員

米山奨学生
交流会

１４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０
三条南ＲＣ
「ライラ研修報告
会」
担当
青少年奉仕委員
会

１８日社会奉仕
事業振り替え

三条ＲＣ
米山月間
斎藤真澄米山奨
学委員長

三条東ＲＣ
認知症ｾﾐﾅｰ報告
燕ＲＣ
会員卓話
加茂ＲＣ
ｳｫｰｷﾝｸﾞ団報告会

吉田ＲＣ
例会日変更
10/15と振り
替え

二胡演奏会

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７
三条南ＲＣ
卓話
田中康之会員

三条北ＲＣ
社会奉仕事業反
省慰労会
18:30～

三条ＲＣ
卓話予定

三条東ＲＣ
夜例会

燕ＲＣ
公式訪問事前訪問

加茂ＲＣ
外部卓話

吉田ＲＣ
卓話
宮嶋正治会員

長岡東ＲＣ
６０周年記
念式典

２８ ２９ ３０ ３１ 卓話講師
三条南ＲＣ
「経済と地域社会
発展月間」
外部卓話予定

クラブ休会 三条ＲＣ
ロータリー財団
月間
野崎喜一郎Ｒ財
団委員長

２５日加茂ＲＣ
東芝ﾎｰﾑﾃｸﾉ(株)
元取締役
藤田　一　様

　４日（木）加茂ＲＣ （加茂市産業センター）
　４日（木）三条東ＲＣ （三条ロイヤルホテル）
１０日（水）三条ＲＣ （越前屋ホテル）
１６日（火）三条北ＲＣ （三条ロイヤルホテル）

（記帳受付） １６日（火）分水ＲＣ （新潟大栄信用組合本店）
１９日（金）吉田ＲＣ （燕市吉田公民館）
２３日（火）分水ＲＣ （新潟大栄信用組合本店）
２３日（火）三条北ＲＣ （三条ロイヤルホテル）
２５日（木）三条東ＲＣ （三条ロイヤルホテル）

例会場変更 ＊吉田ＲＣ ２０１８年７月～２０１９年３月　燕市吉田公民館に変更

地区大会（全員登録） 11月11日(日)
川瀬ガバナー公式訪問 12月4日(火)

★上記以外ＲＣ　火曜日　分水・田上あじさい　木曜日　見附・巻

１０月の行事予定（第4分区内ＲＣ）


