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会長挨拶： 

高橋 研一 会長 
皆さん、こんにちは。本日12

月25日(火)第21回目、今年最

後の挨拶をさせていただき

ます。思えば早いもので、ス

タートは今年の7月の今年度の方針発表、会員増

強拡大月間、8月にはガバナー補佐 久住勲夫様の

訪問例会、そして、第1回目の親睦活動の夜例会。

9月には第四分区ⅠＭ寺泊文化センター「はなま

す」で分水ロータリー主催の良寛さま慈愛の心に

誠心を学びました。基本的教育と識字率向上月間

の卓話を三条ロータリー地区委員長 小越憲泰様

より、とてもすばらしいお話をしていただきまし

た。そして9月29日には青少年奉仕委員長 石丸進

会員と私と従業員2人の4人で,直江津ホテルセン

チュリーイカヤでのライラ研修で楽しく学んで

来ました。10月は米山月間奨学生ダニエル君の祖

国メキシコのすばらしさをスピーチしていただ

き、10月18日にはクラブの社会奉仕事業として 

野沢香苗さんの二胡・ピアノ・ギターのコンサートが開催され、各委員会の皆様のご協力のもと、

多数のお客様から感動のお褒めの言葉をいただき終了しました。佐藤秀一社会奉仕委員長、委員会

の皆様大変ご苦労様でした。そして、第二回目の夜例会の社会奉仕事業慰労会がありました。11月

に入り、10日(土)11日(日)に国際ロータリー第2560地区2018-19年度の地区大会が、三条ロータリー

がホストクラブとして、燕三条ワシントンホテルと燕三条地場産業振興センターに於いて行われま

した。各クラブがその年の経験を持ち寄り情報を交換するところに意味があるのかと思います。記

念講演講師はミズノ株式会社相談役会長の水野正人様による、演題「ロータリーと東京2020大会レ

ガシー」でした。その中でロータリーの原点は職業奉仕と言われ、その内容に感動しました。職業

奉仕委員会により柏崎原発の視察が行われました。どうしても再稼働したい東京電力と安全性と危

険に対して不安のロータリー会員との多くの質疑応答がなされました。12月に入ると親睦委員会に

よるクリスマス例会が12月18日に餞心亭おゝ乃さんで行われ、ミニライブやダニエル君の歌・踊り

でたいへん盛り上げていただきました。 

6ケ月間振り返って見ますと、会長とし

て、少しは考えなければいけない事は有

りましたが、私なりに思い出を残すこと

が出来ました。皆様に感謝申し上げ、今

年の挨拶とさせていただきます。 

ありがとうございました。  
 
 

例会日２０１８．１２．２５  累計№１５２９ 当年№２３ 

本日の行事：卓話 山中 正 会員 

「２２年間ありがとうございました」 

 
◆本日の出席：６３名中３６名   

◆先々週の出席率：６３名中４５名 71.43％ 

          （前年同期 73.85％） 

 

◆今週のメークアップ(敬称略) 

１９日 三条ＲＣ 岡田 健、田中耕太郎 

２０日 三条東ＲＣ 樋口 勤、石黒隆夫、 

石川勝行、石川友意、 

岡田 健、高橋彰雄 

２０日 加茂ＲＣ 岡田 健 

  

＊本日の配布書類等 

 ・週報№1527.1528 

 ・公式訪問写真 

 ・会員増強お願い 

 

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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幹事報告：松山浩仁 幹事            

・新保副ガバナーより  「決議案ご提出のお願い」 

・ロータリー財団管理委員会より 「2017-18年度クラブバナーの表彰」 

・川瀬ガバナー事務所と 2019-20年度大谷ガバナー事務所より 

   ・地区ロータリー財団委員会 委員 早川瀧雄会員へ 

      「2018-19年度地区役員と 2019-20年度地区役員の委嘱状」 

   ・「冬季休業のご連絡」 休業期間：12月 8日～1月 6日  

・川瀬ガバナー事務所より 

   「RI第 2560地区 ローターアクト 第 49回地区大会 本登録のご案内」 

     日時：平成 31年 3月 9日(土) 会場：上越市 やすね 

・2019-20年度大谷ガバナー事務所より 

   「会長エレクト研修セミナーのご案内」 

日時：平成 31年 3月 23日(土曜日)  場所：糸魚川市「ビーチホールまがたま」 

・三条ローターアクトクラブより 「1月第二例会」 

日時：平成 31年 1月 24日(木曜日)  19：30～21：00頃 

場所：三条・燕地域リサーチコア 4F 異業種交流室 

・三条市特別支援教育研究協議会より 

「ウインターフェスティバルのお礼」 

・新潟いのちの電話事務局より 「ご寄付のお願い」 

 

2018-19 2019-20年度 

地区ロータリー財団委員 委嘱状伝達  早川 瀧雄 会員 

 

委員会報告：会員増強委員会 金子太一郎 委員長 
今年度は会員増強ＡとＢのツートップで会員増強に努めておりますが、この間もお

話いたしました様に、現在 7名の方を候補者としてリストアップしております。堅

いところで 2 名の方は来年から入会していただけないかという段階まで来ており

ますが、決定的な返事はまだいただいておりません。現在 7名の方が減になってお

りますので、7名入会いただいてもとんとんということになります。そんな中で皆

様のお手元の用紙に、この方なら‥という方を記入していただいて、事務局       

までご提出いただければと思います。ご協力お願い致します。 

 

 

 

 

米山 忠俊君 山中会員、竹之内名事務局さん惜別、残念です。いろいろ有難うござい

ました。大変お世話になりました。 

石丸  進君 竹之内さん、２２年間大変お疲れ様でございました。色々お世話になり

ありがとうございました。 

羽賀 一真君 山中さん、竹之内さん、大変お疲れ様でした！ 

早川 瀧雄君 渡辺財団委員長に協力します。 

落合 益夫君 ロータリー財団 BOX協力。 

佐藤 弘志君     〃 

渡辺  徹君 協力します。山中さん、竹之内さん長い間お疲れ様でした。 

 

 

 

 

佐藤 啓策君 私事で大変恐縮ではございますが、60 年位前に高校・大学と在学中に

国の奨学金制度を利用して学ばせていただき現在の仕事を始められま

した。そこで少額ですが北ロータリークラブを通して「米山奨学財団」

に 100万円寄付して頂ければ幸いと存じます。 

米山奨学ボックス：２５日現在累計１,２４９,０００円 

ロータリー財団ボックス：２５日現在累計１５７,０００円 
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中原 尚彦君 山中 正会員、本日の卓話楽しみにしております。長い間、お疲れさまでした。 

大野 新吉君 山中 正会員の退会、竹之内事務局の退職と悲しい別れが続きました。来年こそはと

会員増強に期待を持ちつつ…。 

羽賀 一真君 山中さん、竹之内さん、大変お世話になしました！ 

福岡 信行君       〃 

佐藤 弘志君 ボックスに協力。 

森   宏君 12/16(日)の市民公開講座には、大勢の方に来ていただきまして、有難うございました。 

 

 

 

外山 晴一君 母の葬儀ではお世話になりました。お陰様で無事終える事が出来ました。 

高橋 彰雄君 協力します。 

山中  正君 22年間お世話になしました。 

石川 友意君 ☆山中さんのラスト卓話ありがとうございます。 

☆竹之内さん、永い間ありがとうございました。 

石黒 隆夫君 山中さん、竹之内さん永い間ありがとうございました。これからの人生も更に楽しん

でください。 

今井 克義君 山中さんそして竹之内さん、今まで永い間本当にお世話になりありがとうございまし

た。独特の話口調の山中さん、楽しみに拝聴いたします。 

落合 益夫君 山中さん、こちらこそ色々とお世話になりました。 

岡田  健君 竹之内さん、永い間ありがとうございました。これからも携帯の通じるようにしてお

いて下さい。 

金子太一郎君 山中さん、最後の卓話になりますが、またお会いできる日を待っています。そして、

竹之内様ご苦労様でした。 

小林 繁男君 山中さんお元気で、他のロータリーでお会いしましょう。 

斎藤  正君 竹之内さん、永い間本当に有難うございました。感謝の言葉しかありません。 

齋藤孝之輔君 竹之内さんお疲れ様でした。短い間でしたが、お世話になりました。 

佐藤 弘志君 山中さん初め今年で退会される皆様、お世話になりました。 

そして事務局の竹之内さん、永い間御苦労様でした。ありがとう御座いました。 

佐藤 秀一君 竹之内さん、お世話になりました。ありがとうございました。 

佐藤 義英君 竹之内さん、23 年間大変御苦労様でした。ゴルフ同好会でもお世話になりました。

これからも、ますますお元気で!! 

外山 裕一君 山中さん永きにわたりありがとうございました。今日はよろしくお願いします。 

中原 尚彦君 竹之内典子さん、23 年間という永い間お疲れまでした。これからは健康第一にご家

族と楽しい日々をお過ごし下さい。 

梨本 文也君 メリークリスマス!!竹之内さん永い間大変お疲れ様でした。 

早川 瀧雄君 山中会員、22年間御苦労様でした、 

羽賀 一真君 山中さん、竹之内さん、ロータリーにも卒業があるのですね。お二人がいなくなる

のは本当に寂しいです。 

星野 義男君 竹之内さん、ご苦労様でした。1年位ロータリーに入会してください。 

坂内 康男君 山中様、竹之内様、永い間大変ご苦労様でした。又、本日山中様の卓話楽しみです。 

松山 浩仁君 山中さん、竹之内さん、永い間お疲れ様でした。そして色々とお世話になり、ありが

とうございました。淋しくなりますが、これからも益々のご活躍を祈念しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマイルボックス：２５日現在累計５０３,０００円 
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本日、貴重な例会のお時間を頂戴し私の話を聞いて頂ける事に感謝申し上げます。ホワイトボード

に『22 年間、ありがとうございました』と標記した通り三条北 RC を退会するにあたり感謝の言葉

を申し上げたいと思います。 

 先の理事会に於いて私の退会を 12 月末日をもって承認して頂いております。黙って、静かに退会

すれば良いのですが 22 年間、クラブの皆様に大変お世話になって来ました。以前より退会するとき

は御礼を申し上げ退会したいと思っていました。 

 

【退会の理由】・・・・RI 定款第 5 条第 2 節(a)に抵触  

 私は㈱しきしま・しきしま会館(葬祭式場)としての職業分類で三条北 RC に会員登録しておりまし

た。しかし、3 年程前に私の会社を㈱アークベルグループに譲渡、売却しました。その時点で私は職

業が無くなり三条北 RC の退会を考えましたが、アークベルの社長から 3 年間「顧問として三条支

社管内の仕事をして欲しい」との要請がありお受けしました。その結果、職業はあるものの「個人

の資格」でそのまま三条北 RC にとどまる事としました。しかし、もうじき 3 年の顧問契約も終了

する為、私には職業が無くなります。 

 また、以前より私は新潟市に住所を移転しております。三条北 RC に所属する為には、事業所ま

たは住居がそのエリアにある事が大きな条件となります。よって『RI 定款第 5 条第 2 節(a)』に抵触

します。私はこの条件をクリアしないわけです。 

 

【会社の譲渡、売却について】 

 後継者がいません。子供は 2 人いますが、長女はすでに新潟市内の某所に嫁いでおります。長男

(27 歳)は現在都内の某病院で勤務医として勤めています。子供たちには小さい時から「好きな職業

に就きなさい」と言ってきましたので、その通りになりました。 

 県内の葬儀業界では「山中(しきしま会館)は子供に会社を継がせない」と言う話は以前より広まっ

ていました。私も業界の方々には、そのように申し上げてまいりました。そこで、㈱アークベルと

は 15 年程前から M＆A の話がありましたが当時は『結論に至らず』でした。しかし㈱アークベルか

らは「いつでも良いよ」と言われており、今から 3 年程前に譲渡、売却となりました。            

    

【㈱アークベルグループと冠婚葬祭互助会について】 

 ㈱アークベルは冠婚葬祭互助会です。全国に 280 社程の互助会会社があります。おそらく㈱アー

クベルの規模は全国で上位 10 番目程かと認識しております。 

互助会は会員様から毎月の掛け金を預かっています。全国の互助会(全互協)で会員様からお預かり

している金額が 3 兆円弱であると認識しております。それぞれの互助会会社で預かり金残高は違い

ます。㈱アークベル、㈱VIP、上越の東山 PG が関係する㈱平安セレモニーの３社が県内では代表的

な互助会となります。 

県内では㈱アークベルが一番で資本金は 3 億円・結婚式場 11 箇所・葬儀場 105 箇所を保有し、総

スタッフ数 900 名程、売上は 300 億円程と認識しております。 

 営業エリアは上越エリアを除いて県内全域と山形県の一部です。私がお世話になっている三条支

社でも 70 名程のスタッフが勤務しています。 

 

【今、ロータリークラブ(RI・地区・クラブ)に対して想うこと】 

三条北 RC に 22 年間お世話になりました。感謝の想いは短い時間では言い表せません。故・中條

PG をはじめ、本当に多くの会員皆様からご指導を賜りお世話になりました。 

 故・中條 G の時代に PETE の実行委員長を拝命し、その後、クラブ会長、米山忠俊 AG の時には

IM の実行委員長を、そして直近では 30 周年の実行委員長を拝命し、私の我儘を聞いて頂きながら

クラブ会員の皆様にご迷惑をお掛けしつつご指導とご協力を頂戴し、その時々を無事、務める事が

出来ました。 

 特に米山忠俊 AG の下、IM の実行委員長を拝命した事をきっかけにロータリーを真剣に勉強する

22 年間、ありがとうございました。 

・・・・退会のご挨拶・・・・ 

山中 正 会員  



5          三条北ロータリークラブ週報 

事が出来ました。当時の植木 G が「可能なら職業奉仕に関

係した IM を」との指示が有ったことからロータリーと職業

奉仕について勉強をしました。しかし第４分区の皆様には満

足して頂く内容の IM であったかは？解りません。 

 22 年もの間、三条北 RC に所属しロータリアンとして勉

強してまいりましたが、まだ、ロータリーを熟知しておりま

せん。落第生ですね。 

 100 年の歴史の中で RC の変革は『ロータリーの友』を読

んでいれば解ります。RC の入会後、先輩から『アイ・サー

ブ』とか『職業奉仕』を教わりました。だから『RC は LC

や他の奉仕団体とは違うのだ！！』と。しかし、私は、それを理解するには随分と時間が掛りまし

た。 

 そんな中、2680 地区、尼崎西 RC の田中毅 PG のお話を聞く機会が有りました。その時に田中 PG

は『ポールハリス』の功績はもとより『シェルドン』の功績を認識するようにと、申しておりまし

た。そして『源流の会』のお話がありました。その後、私は『源流の会』の HP から『アーサー・

フレデリック・シェルドンの RC への功績』と『職業奉仕』の意義を知る事が出来ました。「目から

鱗が落ちた」この時初めて「私は RC に入会して良かった」と、実感し、もっと早く、その事を勉

強していたならば、もっと充実した IM の開催や自身のロータリーライフ、そして企業経営が出来

たのではないかと、今、反省をしております。                          

昨今、RI も地区も、そして、どこのクラブでも直近の課題と重点事業は『会員増強』とさせてお

ります。その事により、クラブ会長や会員増強委員長は大変ご苦労されております。会員増強の主

たる手段は「もはや、誰でも良いから」のようです。入会の資格が整っていれば「誰でも良い」の

です。そして入会してからロータリーを学ぶ事となる訳ですが、真のロータリーの目的を学ぶ機会

が無くなっている事も現実です。 

新潟東 RC の横山 PG が「ロータリーは人間道場」だと、良くおっしゃっておられました。「ロータ

リーに入ったら学べ」と言う事だと思います。その事は「真のロータリアンになれ」と言う事です。 

しかし、今、RI も地区も、そしてクラブも、組織運営の為だけの『会員増強』『数』を求めるだ

けになっている事に危惧します。その事がロータリーの魅力を阻害しています。ロータリアンとな

って何を学ぶのでしようか？組織の運営には『親睦』も大切です。地域と RC の関係では『社会奉

仕』(地域との関わり・市民サービス)も必要です。しかし、ここまでは LC(ライオンズクラブや他の

奉仕団体)と同じです。RC への危惧は RC の根幹を示す『職業奉仕』を基とした『ロータリーの目

的』が希薄になって来ているからだと私は思います。先般の地区大会に於いての記念講演で『東京

RC の水野 PG』が「職業奉仕はロータリーの１丁目１番地だ」と申されました。私は少し救われた

気持ちになりました。私たちは例会で『四つのテスト』を唱和し、それを実践しなければならない

のです。 

『四つのテスト』は『職業奉仕』の入口です。『四つのテスト』を噛み砕き『職業倫理』を身につ

ける事はロータリアンが目指す『真の職業人』になれる事です。『真の職業人＝職業奉仕』です。そ

して、それは RC で学び、学べる権利があるという事です。それが RC の魅力だと思います。RC の

構成メンバーの多くは経営者や経営者に準ずる方々です。自分の会社経営に役に立ち『職業奉仕』

の実践が豊かな社会を創って行けるとしたら、それこそが RC の目的であり魅力です。 

企業の大小に関わらず RC に入会し、学んだ結果『真の経営者』となり、自社の業績アップに繋

がるとなれば、おのずから会員が増えていくのではないでしょうか。 

 

『そして、もう一度ロータリーの目的を確認しましょう』 

第 1  知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること 

第 2  職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕する

機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること 

第 3  ロータリアン１人ひとりが、個人として、また事業および社会生活において、日々、奉仕の

理念を実践すること 

第 4  奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界ネットワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進

すること 

 (RI 定款第 4 条 標準ロータリークラブ定款第 5 条 ※2016 年手続要覧より) 



6          三条北ロータリークラブ週報 

『ロータリーの目的』は崇高なものであり、RC に入会しロータリアンになる事は、これらを学ぶ

事が出来ます。これが、他の団体には無い、RC の魅力です。 

 

RC を退会する私が偉そうなことを申し上げました。お許し頂ければ幸いです。22 年間三条北 RC

に所属し、ようやく RC の魅力を解りかけて来た昨今です。随分と時間が掛りました。 

                                      

 今後は三条北 RC の会員でいた事に誇りを持ち RC で学んだ事を、これからの人生の中で生かせ

たら・・・・と考えております。 

 会員の皆様の中には『アイ・サーブ』を実践されている方も、たくさんいらっしゃいます。尊敬

し、敬意を表します。 

 私は組織からはなれ、1 人になって、いよいよ『アイ・サーブ』の実践です。 

 今後益々、会員皆様のご健勝と、三条北 RC のご隆盛を祈念し、三条北 RC が第四分区はもとよ

り 2560 地区のリーダーになられる事を念じております。 

 長い間、大変、お世話になりました。                        合掌 

                                 

私が皆様に感謝申し上げなければいけないのに、感謝状を頂ける

と思ってもおりませんでした。ありがとうございました。 

２２年と８ヶ月前、ロータリーという言葉も知らない私を雇い入

れて頂きました。 

「家庭会合」「ファイアーサイト」「ガバナー」「エレクト」「ペッ

ツ」言葉の意味から教えて頂かなければ何事もできない私でした

が歴代会長幹事はじめ、会員皆様のやさしいお力添えを頂き、大禍無く皆様のお手伝いをさせて頂

くことができました。 

心から感謝申し上げます。 

２０年余りの間にあまりにもロータリーの何もかもが変わりすぎて、途惑うこともありましたが、

楽しくお手伝いさせて頂きました。 

私自身も老眼鏡無しでは仕事ができない年齢になってしまいました。 

一主婦の私がお目にかかる事もできないであろう皆様ですが、慣れが出てきて、失礼な言い方にな

った事も多々ありました。お許しください。 

お陰様で小学校１年生だった末の娘も３０歳になりました。子育てと事務局としての仕事とどちら

も無理なくさせて頂き、いい環境に恵まれたと思います。 

これからは「専業ばあば」として、過ごすつもりです。 

皆様のご活躍と北クラブの発展を楽しみにさせて頂きます。 

本当にお世話になりました。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

     

１月のお祝

竹之内典子 事務局へ感謝状授与 

 

竹之内さん、ありがとうございました。 

誕 生 日      

 会 員         ご夫人 

 渋谷 義徳  ５    齋藤 真由美 ２ 

渡辺はま子  ５    下村  宏子 ３ 

坂本 勝司  ７    加藤 満寿子 ９ 

中原 尚彦 ２２          

外山 裕一 ３１       

上半期 お疲れ様でした。 

新年も宜しくお願いします。 


