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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 

皆さんこんにちは。 

本日１２月１１日(火)第１９

回目の挨拶は、１２月６日(木)

に三条市総合福祉センターで

行われましたウィンターフェ

スティバルに参加したことに

ついて報告したいと思います。

市内のライオンズの会長・委員長さん方が多数参加

されていました。特別支援学級と聞いていたのです

が、そんな事は感じられませんでした。初めの言葉

は栄北小学校の生徒でした。しっかりとした話であ

いさつをしていました。隣の席は下田ライオンズの

教育委員長でしたので、お話ししてみました。10年

くらい前から始められている軽度の発達障害がある

児童生徒に対し、より適切なサポートをする為の制

度だそ

うです。

生徒さ 

んと準備したクリスマスカードを５枚交換し交流活動を

終え、ライオンズ会員がサンタさんに扮してやってきま

した。８名のサンタクロースさんが生徒さんへプレゼン

トを渡していました。閉会式には三条市特別支援教育研

究協議会副会長さんよりお礼の言葉を言われ、ロータリ

ーの名が最後に出ました。最後に交換したカードを読み

終わりとします。 

 

幹事報告：松山浩仁 幹事            

・川瀬ガバナー事務所より 

「公式訪問の御礼」 

   「ハンブルグ国際大会 早期登録料金の適用期間についてのご案内」 

・三条ローターアクトクラブより 

「1 月第一例会」のご案内  

日時：平成 31 年 1 月 11 日(金曜日)  19：30～21：00 頃 

場所：越前屋ホテル 1F  オステリア エッセ 

・外山晴一会員の母上が逝去されました。 

   お通夜 12 月 12 日(水)午後 7：00～ 会場：ＶＩＰｼﾃｨｰﾎｰﾙ県央 

   葬儀  12 月 13 日(木)午前 11：30～ 

・次週 18 日の例会は「クリスマスパーティー」です。会場は餞心亭おゝ乃で 18：30 からです。 

お間違いなくお願いします。 

例会日２０１８．１２．１１  累計№１５２７ 当年№２１ 

本日の行事： 

「年次総会」 

 
◆本日の出席：６３名中３５名    

◆先々週の出席率：６３名中４５名 71.43％ 

          （前年同期 72.31％） 

 

◆今週のメークアップ(敬称略) 

６日  三条東ＲＣ 石黒隆夫、石川勝行 

          石川友意、渋谷義徳 

１０日 三条南ＲＣ 大野新吉 

 

＊本日の配布書類等 

 ・週報№1526 

 ・総会資料 

  

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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理事会報告：第６回 平成３０年１２月１１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、武田恒夫、渋谷義徳、斎藤 正、渕岡 茂、

金子太一郎、齋藤孝之輔、外山晴一、中原尚彦、花井知之、樋口 勤、羽賀一真  

出席数１５/１６(内委任状１名) 

協議事項 １．次年度役員理事の件  承認 

２．細則変更の件  承認 

３．退会届の件 会員４名  承認 

４．委員会組織の件   承認 

５．バギオ基金協力依頼の件 → クラブとしてはしない。  承認 

６．クリスマスパーティー企画詳細報告の件  承認 

７．職場見学したことを有意義に活用できないかという提案  継続審議     

報告事項 第５回理事会 1. 2018-2020 年度地区役員推挙の件 ⇒ 早川瀧雄 会員を推薦 

8. 事務局員社会保険加入の件 ⇒ 11 月適用事業所手続き終了 

 

 

 

 

大野 新吉君 12月 5日三之町病院さんに鼠経ヘルニアで入院手術 7日退院。付き

物が落ちた感じで身も心もサッパリ。森先生有難うございました。 

米山 忠俊君 財団ボックスに協力。 

落合 益夫君 ロータリー財団ＢＯＸに協力。 

渡辺  徹君 協力します。 

 

 

 

 

高橋 研一君 森委員長には色々とお世話になっています。前期のご協力です。 

星野 義男君 米山奨学に協力します!! 

渋谷 義徳君 米山ＢＯＸに協力します。 

福岡 信行君    〃 

大野 新吉君 国際親善の役割を果たす奨学会に協力します。森委員長ご苦労様です。 

武田 恒夫君 鼻血の時はお世話になりました。完治？です。 

森   宏君 皆様のご協力に感謝致します。 

 

 

 

外山 晴一君 母は 93歳と天寿を全うさせていただきました。 

坂内 康男君 健康である事に感謝。ＢＯＸに協力。 

早川 瀧雄君 ニコニコＢＯＸに協力します。 

石川 友意君   〃 

岡田  健君 目の前にＢＯＸがありました。 

本間建雄美君 本日よりニコニコ応援に委員となりました。今後共宜しくお願い致します。 

 

今日の行事：「年次総会」 

進行：松山 浩仁 幹事 

本日の出席数は３５名です。本クラブの定足数に達しておりますので本総会は成立いたします。     

慣例により議長は高橋研一会長にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。では、高橋会

長宜しくお願いします。 

 

米山奨学ボックス：１１日現在累計２４３,０００円 

ロータリー財団ボックス：１１日現在累計１４９,０００円 

スマイルボックス：１１日現在累計３６８,０００円 
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議長：高橋 研一 会長 

第１号議案 次年度会長エレクト選任の件   承認 

石黒隆夫会員を２０２０－２０２１年度会長に選任。 

 

石黒 隆夫 会長ノミニー 

皆さん、こんにちは。先ほど 9月 12日とおっしゃっておりましたが、金子元

会長と高橋会長・松山幹事がおられる中、別件で呼ばれ、この話が出まして

「あっしまったな!!」と思ったら、押しの一手で、返事もしたつもりはない

のですが、こういうことになってしまいました。回ってくる時期があるので

しょうが、私も１０年目になる予定で、オリンピックもあり覚えやすい年で

もありますが、又ちょうど６０歳にもなります。という事ですので、よろし

くお願いいたします。 

 

 

第２号議案 次年役員理事選任の件      承認 

外山 裕一 会長エレクト 

次年度の会長エレクトに選任されました外山です。よろしくお願いします。

次の方々に役員・理事をお願いしましたのでよろしくお願いいたします。 

 

【役員 ６名】  

会 長  外山 裕一  

会長ｴﾚｸﾄ  石黒 隆夫   

副 会 長  高橋 研一(兼任)   

幹 事  羽賀 一真  

会 計  渋谷 義徳   

Ｓ Ａ Ａ  梨本 文也 

直前会長  高橋 研一 

 

 

 

 

地区役員 2018-2020年ロータリー財団委員会 早川瀧雄 

 

第３号議案 細則変更（理事役員変更）の件  承認 

 

第２条 理事会 

(1) 役員は会長・会長エレクト・副会長(兼任)・幹事・会場監督・会計・直前会長の 

６名とする 

(2) 理事会は上記６名の役員に９名の理事を加えた１５名で構成する 

注：２０１９年度は１７役職の内、役員理事兼任２名のため合計１５名で構成する。 

 

第３条 第３節 

会長エレクトは次年度会長エレクトを選出する総会において自らが会長となる年度の副会長、幹事、

会場監督、会計、及び１０名の理事を指名し承認を得なければならない。 

但し、副会長は会長経験者とする。 

注）2019-‘20年度のみ兼任 1名を考慮し役員６名とし、役員理事合計は実質 １５名とする。 

 

※ 朱書きは今回改訂された箇所です。 

※ 定款・細則については、現況報告書に全文掲載し、全員に配布しますが、必要な方は事務局

までご連絡ください。 

【理事 １０名】 

ｸﾗﾌﾞ奉仕Ａ委員長  落合 益夫 

ｸﾗﾌﾞ奉仕Ｂ委員長  斎藤  正 

会員増強委員長  福岡 信行 

ﾛｰﾀﾘｰ 情報委員長   金子太一郎 

親睦活動委員長   松山 浩仁 

プログラム委員長  中原 尚彦 

国際奉仕委員長  渋谷 義徳(会計兼任) 

職業奉仕委員長  田口実仁佳 

社会奉仕委員長  森   宏 

副 幹 事  本田 芳久 
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高橋 研一 会長 

貴重な時間をいただきます。今回、梨木篤史会員がご商売のご都合でどうしても退会せずにいられ

ないという状態になりました。彼はエコノミーにも所属しているという事もありまして、何名か開

拓しようという話もしておりました。会員増強の活動ステージに何で玲於奈なんだという声もあり

ましたが、２回ほど使わせていただきました。とても好評でした。こんな事情で梨木会員の退会に

伴い田口実仁佳さんに委員長、小林繁男会員に副委員長、本間建雄美会員から委員に入ってもらい、

編成をし直しました。頑張っていただきたいと思っております。 

現在、ご存知の通り退会者が出ており、本人の都合なので、スポンサーさんにもご尽力いただきま

したが、どうしても止められませんでした。現在７名の候補者を出しておりますが、私の当初の目

標は２０名でした。２０名の内の６０％の１２名が会員になられたら、あと８名は次年度にバトン

タッチできれば理想だなと思っております。私にはあと５名ほどお願いする窓口があります。しか

し、それではどうかなということで、各会員から候補者１名だけでも金子太一郎増強委員長にご紹

介いただけないかと、考えているところであります。今日はちょうどいいタイミングでお時間をい

ただけたと思っております。 

皆さん、例会に対しご要望ありましたら、教えてください。どうしたら楽しい例会を作れるのかつ

かめていないので、もしそういうご意見を頂けたらと思っております。 

今年度もあと半年ですが、私の理想と目標がきつ過ぎたのか、各委員会さん各委員長さんには本当

にご無理をお願いしてきました。それも方針なのでできるだけ近い達成を目指しておりましたが私

個人としての成果はどうでもいいのですが、方針をお話しした際に皆さんはそれで行こうと賛成し

てくださったので、是非それに近づきたいと思うところです。前期は本当にご無理を言いっぱなし

で終わりそうです。後期は無理を言いません。委員長にお任せしたいという方針でおりますが、性

格的に物足りないのでその辺は幹事さんとどういう運営が理想なのか相談して、発表したいと思っ

ております。 

 

RI2560地区 米山学友会  11月 17日 於：ホテルオークラ新潟 

 
米山奨学生メディナ コントレラス,ダニエル君と

中原尚彦カウンセラーから参加していただきまし

た。 

 

米山記念奨学会寄付 申告⽤領収書は来年 1⽉にお送りします 

ロータリー⽶⼭記念奨学会へのご寄付は税制優遇を受けることができ、   

「税額控除」か「所得控除」いずれか有利な⽅式を選択できます。           

今年 1〜12⽉に寄付をした⽅には、来年 1⽉末までに申告⽤領収書をクラブ

経由でお送りします。12⽉28日（⾦）当会着⾦分までが対象です。 

 


