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
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累計№１５３１

当年№２５

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

会長挨拶：高橋 研一 会長
皆さんこんにちは。本日２３
回目の会長挨拶をする前に、
本日のお客様、新潟東ＲＣ広
◆本 日 の 出 席 ：５８名中３２名
報・公共イメージ向上委員長
◆先々週の出席率：６３名中４９名 77.78％
安藤幸夫様、大変お忙しい中
（前年同期 80.00％）
、職業奉仕についての卓話依
◆12 月の出席状況：会員数６３名・例会数４回
頼をご快諾いただき、会員一同とても感謝と共に
平均出席率 74.20％
楽しみにしております。
前 年 同 月 74.62％
先週1月8日(火)に新春卓話をお願い致しました
◆本日のゲスト
新保清久副ガバナーの「ロータリーの職業奉仕」
RI 第 2560 地区 広報・公共ｲﾒｰｼﾞ向上委員会
についての内容を少しお話しします。
委員長 安藤 幸夫 様(新潟東 RC)
職業奉仕は1本の大木ではなく、森である事。
◆本日のオブザーバー
小池 哲弘 様
ロータリアン同士に限定されていた相互取引を、
会員以外の取引にも拡大するという意味で
◆今週のメークアップ(敬称略)
Service not selfが使用されました。One profits
１月 10 日燕 RC 加藤實、本間建雄美、岡田健
most who serves best(最もよく奉仕する者、最
＊本日の配布書類等
も多く報いられる)は、Successful Selling（シ
・週報№1530
ェルドンのビジネススクールの教科書）から生ま
・新年会のご案内
れた言葉です。
・次年度役員・理事・委員会組織表
RIの目指すところは、戦略計画、中核的価値観、
クラブのサポートと強化、人道的奉仕の重点化と
増加などが上げられます。日本人ロータリアンの心は、親睦・学び・奉仕を基に研錯し、究極の目的
である価値ある奉仕を通じて社会に貢献する。まさに最も重要なのは職業奉仕。理由は、日本人は高
い倫理基準を保持している事、日本特有の商売道徳思想にもあるように職業奉仕に対する思い入れが
強い事です。
さて、話は変わりますが、2019年に入って気になった事の一つ目は、成人式です。今年の新成人人口
は125万人で2万人の増加となっています。
二つ目は、日立がイギリス原発計画を凍結した事で、2019年3月期3,000億円規模の損失を計上する見
込みであります。そのことで長期的な圧迫的要因が薄れ、日立の株価は9％上昇(プラス266円)しまし
た。安倍政権は原発などインフラ輸出が成長戦略の柱と位置付けてきましたが、東芝は海外の原発事
業から撤廃を表明し、三菱重工業はトルコでの原発建設を断念する方向です。しかし、海外からは日
本の原子力技術に対する期待の声が寄せられています。世界における原子力の平和的利用、また、気
候変動問題の対応など、しっかりと責任を果たしていくのが政府の基本的な考え方の様です。
三つ目は、東京オートサロン2019が、1月11日～13日に開催されました。展示内容は、スポーツカー
の原型を失ったカスタムカーなど合計906台と過去最多を更新しました。その中でひときわ脚光を浴
びたのが、トヨタ自動車のスープラスーパーGT
コンセプトでした。17年ぶりの復活。オートサロ
ンは車好きが日本中から集まるイベントなので、
関係者達が会場で一つの共感を生み出すこと事
も目的の一つなんだそうです。
これで本日の挨拶を終わらせていただきます。
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本日の行事：「職業奉仕月間」

幹事報告：松山浩仁 幹事
・ロータリー囲碁同好会「第 20 回 RI 囲碁大会のご案内」
日時：平成 31 年 4 月 6 日～7 日 会場：韓国大邱市内
・地区ロータリー財団委員会
「第 2 回ロータリー財団セミナー・資金管理セミナー開催のご案内」
日時：2 月 16 日(土) 12：00～16：30 会場：万代シルバーホテル
・十日町北ロータリークラブ「創立 50 周年記念式典のご案内」
日時：5 月 18 日(土) 13：30～ 会場：ラポート十日町
・三条あおぞら会「三条あおぞら会だより」「青空福祉会だより」が届いています。
米山記念奨学会 感謝状贈呈
第 3 回マルチプル 早川瀧雄 会員
第 2 回マルチプル 羽賀一真 会員

ロータリー財団 ポールハリスフェロー認証贈呈
第 2 回 石川勝行 会員
第 1 回 高橋研一 会員

委員会報告：
親睦活動委員会 中原尚彦 委員長
1 月 29 日の新年会の出欠表を皆様に回しますので、ご記入いただきますようお願いい
たします。今回は魚長さんで夕方 6：30 から行います。当日は 100％出席例会という
ことで、会長の命を受けてのご案内です。よろしくお願い致します。
出席委員会 石川友意 委員長
中原委員長からもありました通り、くどいようですが繰返しご案内致します。新年会
を 100％出席例会という事で位置付けましたので、皆様 100％のご出席という事で、
宜しくお願いいたします。お一人ずつ確認させてただきますし、またどうしても当日
ご出席の無理な方は、メイクアップや案内に書かせてもらっています記帳受付をご利
用いただいて、100％となるよう何卒皆様のご協力の程お願い申し上げます。
外山裕一 会長エレクト
皆様のお手元に次年度の委員会組織表を配布させていただきました。このような形で
動きたいと思いますので、皆さんよろしくお願い致します。

ロータリー財団ボックス：１５日現在累計１７３,０００円
金子太一郎君
森
宏君
石川 友意君
渡辺
徹君

ロータリー財団、応援します。
本日は財団と米山が同じテーブルとなり、協力。
ＢＯＸに!!
協力します。

米山奨学ボックス：１５日現在累計１,２６２,０００円
渋谷
石川
渡辺
森

義徳君
友意君
徹君
宏君

米山奨学ＢＯＸに協力します。
ＢＯＸに!!
協力します。
ご協力ありがとうございます。
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スマイルボックス：１５日現在累計５６４,０００円
安藤幸夫様(新潟東 RC) 皆様こんにちは!!
卓話、つたない話ですがよろしくお願いします。懐かしい方々とも
お会いできうれしくなり、ニコニコ致します。
羽賀 一真君 職業奉仕委員長の羽賀です。安藤幸夫様、本日は卓話にお越しくだ
さいまして、誠にありがとうございます。
石丸
進君 新潟東ロータリークラブの安藤様、小池様、本日はよろしくお願い致します。
早川 瀧雄君 ニコニコＢＯＸに協力します。
花井 知之君
〃
小林 繁男君 安藤さん、御苦労様です。卓話よろしくお願いします。楽しみにしています。
又、米山奨学委員会の時は大変お世話になりました。
田口実仁佳君 協力します。
1 月 8 日の新保清久副ガバナーへの心ばかりのお礼は、ご厚意によりニコニコＢＯＸへご寄付頂きました。

今日の行事：職業奉仕月間
羽賀 一真 職業奉仕委員長
今月は「職業奉仕月間」です。高橋会長から職業奉仕に熱き思いをお持ちの方が、新潟東ロータリ
ークラブにいらっしゃるという事で、会長からご依頼してもらい、本日お越しいただいただいた次
第です。宜しくお願いいたします。

卓話「ロータリー広報、宣伝あれこれ」
RI 第 2560 地区 広報・公共イメージ向上委員長
皆さんこんにちは。職業奉仕月間という事で若
干時間を頂戴したいと思います。小林さん丸山
さんとは地区の米山奨学委員会でご一緒して
いましたし、地区に出ていた際には、亡くなら
れた中條パストガバナーから色々なご指導頂
きました。こうして、三条北さんに来るのが、
ご無礼かもしれませんが、懐かしいという思い
で伺いました。
早速、ＲＩが作った簡単な 7 分間くらいの宣
伝Ｖを見ていただきたいと思います。

これがＲＩの作っ
たプロモーション
ビデオです。皆様感
想はいろいろあろ
うかと思いますが、
次はＮＳＴがニュースの中で約 1 分間、地区
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安藤 幸夫 様（新潟東 RC）

で行いました海岸の植樹を取り上げたもので
す。広報宣伝委員会は、ＮＨＫ・ＢＳＮをはじ
め新潟日報などのマスコミの各社社長にお会
いし、各クラブがやっている活動を何とか取り
上げてもらえる様お願いしております。昨年度
は新保ガバナー自ら一生懸命頑張っていただ
き、委員会として活動を開始いたしました。そ
の活動が実ったのかわかりませんが、1 分くら
いのテレビニュースとして流れました。ではご
覧ください。
『新潟市西区の青山海岸で県内のロータリー
クラブ会員などおよそ 170 人が植樹を行いま
した。ロータリークラブでは去年 10 月から県
内のクラブ員の数に合わせ 2,100 本の植樹を
目指しています。
・・・・・』(映像音声より)
こんなショートのものが何個か年間を通じて
オンエアされています。今日、皆様と一緒に考
えたいテーマは、何を広報宣伝すべきかという
事です。私の委員会はロータリーの広報宣伝を
目的とした委員会ですが、何を広報宣伝したら
三条北ロータリークラブ週報

いいのか、私自身不明確なため、そもそもロー
タリーを知るところに立ち返ってみました。私
なりの解釈ですが、皆さん一緒にスライドを見
ながら考えていただけたらと思います。
釈迦に説法の方も多くいらっしゃるかと思い
ます。

ロータリーはどちらなんだろうという事を見
つめなおしてみました。

ロータリーの源流を唱えた方が、シェルドンさ
んであります。

ロータリーは具体的な社会奉仕をするとする
エドガー・アレンさんのような考え方の方と、
シェルドンさんのように職業を通じてという
考え方に、真っ二つに分かれるという分裂の危
機に陥ったという事は、皆様広くご存じのとこ
ろかと思います。

今日皆さんと食事を一緒にさせてもらいまし
た。自クラブでもそうですが、なかなか会社の
悩みとか経営の悩みとか、会社に帰っても相談
できない方がいらっしゃると思います。立場を
同じくする方々から、いろんな励ましやヒント
4

や勇気をもらって、会社に帰っていくことがで
きる。例会はそんな役割を担っているのかなあ
と私なりに解釈しております。

具体的には、ポリオプラスのような事業の全責
任をロータリーインターナショナル全員が請
負い、0 名に達するまでしっかりと活動を続け
る様な事業の推奨を謳っていると思われます。

ここが我々のこころすべきところだと思いま
す。私もそうですし、皆様もそうなのではない
かと思いますが、ロータリアンというのは黙々
と仕事さえしていればいいのかというと、そう
ではなく、クラブで何か協力してやるような事
業や行事を通じて会員の訓練をしなさいとい
意味を We serve は求めています。私も小林さ
んや丸山さんと一緒に地区の委員を橋掛け 10
年やらせていただきました。10 名のパストガ
バナーにお仕えしましたが、やはり一人一人素
晴らし個性と癖をお持ちでいらっしゃいます。
こういうことを通じて普段会社では最高トッ
プの私が上司に仕える、あるいはグループで一
つのものをなすという事、そういう組織で働く
という事を地区の活動で学ばせていただきま
した。様々な方から注意や助言を受けました。
これが会員の訓練のためであるという位置付
けなのかと思います。

毎日毎日、
「ロータリーというのは、時代に合
わせて進化しなければだめだ。
」と、新潟東ロ
ータリークラブの会員である栗山パストガバ
ナー、野沢パストガバナーから教わりました。
「今までと同じことをやっていたら単なる骨
董品のようなロータリーになっちまうぞ。
」時
代と共にロータリーは進化しなければならな
いという事を、事あるごとに言われました。彼
らも率先して自らのクラブ活動に頑張ってい
られるように思われます。「こんなことをして
いたら、ガバナーがつぶれるぞ。
」という事で、
栗山パストガバナーは当時、ご自分がガバナー
三条北ロータリークラブ週報

公式訪問が終わった後に、新潟県と群馬県に地
区を分けられました。「全部回っていたら、ガ
バナーのなりてなんていないぞ。」と言って、
大改革をされました。これは「日々新面目ある
べし」会津弥一さんの「学規」の序文が、思い
浮かびます。一方ロータリーとしての根っこが
無ければ、根無し草のような、ただ時代と共に
漂うような団体になってしまう。そこはやはり
23-34 決議が活字で表しているように、「I
serve」つまり、一人一人が仕事を通じて社会
奉仕をしていく「I Serve」の精神は残してい
くべきなのではないかと思います。その根っこ
をしっかりと持ったうえで、日々新面目の精神
がこれからのロータリーに求められます。こう
いう事をしっかりと言えるロータリーこそが
新しい若者に対し、「職業する上、商売する上
で絶対損にならないよ、ためになる団体だから
入っておいで。
」と、自信をもって新入会員を
誘うことができ、会員増強につながるのではと、
生意気にも思う次第であります。
創始者が言っている言葉がそれを示唆してい
るように思えてなりません。

広報宣伝委員長が逸脱して僭越ながらこんな
話をさせていただきましたが、一番私がこの委
員会に配属させられた時に、冒頭に申しました
が、何を広報宣伝したらいいのか。植樹をした
り海岸清掃をしたり、リトルリーグを助けたり、
いろんなことをやりますが、それを一つ一つ拾
っていくことが、ロータリーの広報宣伝に繋が
るのであろうか、それを見た若者が魅力的な団
体だと思うのかと考えたとき、私は違うような
気がしました。職業をきちっと全うする真面目
な集団であって、その経営者達あるいは、専門
の高等な技術を持った技術者達がみんなで切
磋琢磨できる真面目な団体であるということ
が大事だと思います。もしこのような趣旨にご
賛同願えるのであれば、近い将来、地区でこの
趣旨に沿ったプロモーション DVD を、新入会
員勧誘のために作ってみたらどうかと思って
おります。
つたない話ですが、ご清聴ありがとうございま
した。

クラブからの薄謝はスマイル BOX にご寄付頂
きました。ありがとうございました。

2019-20 年度

国際ロータリーテーマの発表
アメリカ・カリフォルニア州サンディエゴで開催されている
国際協議会(1 月 13～19 日)にて発表されました。
2019-20 年度 国際ロータリー会長
マーク・ダニエル・マローニー氏

「ロータリーは世界をつなぐ」
（英語「ROTARY CONNECTS THE WORLD」）
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２月の行事予定（第4分区内ＲＣ）
日

３

月

４
三条南ＲＣ
「ﾛｰﾀﾘｰ財団月間」
地区R財団奨学金・
VTT副委員長

火

水

５
三条北ＲＣ

１７

１１
三条南ＲＣ
(建国記念の日)
休会

１８
三条南ＲＣ
「平和と紛争予防/
紛争解決月間」
新潟中央RC
国際奉仕委員長

金
１
吉田ＲＣ
外部卓話
丸山吉朗 様
分水RC

土
２

９

６
三条ＲＣ
「 平和紛争予防月間」 会員卓話
衆議院議員
鷲尾英一郎 様

７
三条東ＲＣ
外部卓話
燕ＲＣ
ｾﾐﾅｰDVD上映
加茂ＲＣ
職場訪問

８
吉田ＲＣ
卓話
瀬戸正秋 会員

１２
三条北ＲＣ
外部卓話
㈱エフピーエム
代表取締役
加瀬一洋 様

１３
三条ＲＣ
「新年会」
於：二洲楼

１４
三条東ＲＣ

１５
吉田ＲＣ
クラブ休会

１６

１９
三条北ＲＣ
外部卓話
弁護士
髙野義雄 様

２０
三条ＲＣ
会員卓話

２２
吉田ＲＣ
夜例会

２３

吉井直樹 様

１０

木

卓話
野嵜久雄会員

燕ＲＣ
クラブフォーラム
加茂ＲＣ
外部卓話

高尾茂典 様

２１
三条東ＲＣ
米山奨学・財団
ｾﾐﾅｰ各報告会
燕ＲＣ
クラブフォーラム
加茂ＲＣ

卓話
富所法雄 会員

夜例会「雪見例会」

２４

２５
三条南ＲＣ
外部卓話
三条市長
國定勇人 様

２６
三条北ＲＣ
外部卓話
三条語りの会 様

２７
三条ＲＣ
26日～27日
例会3000回記念
親睦旅行

２８
三条東ＲＣ
卓話 中澤進会員
燕ＲＣ
内部卓話
加茂ＲＣ
卓話
村松晴美会員

外部卓話
７日三条東ＲＣ
三条商工会議所
兼古耕一会頭
１４日加茂ＲＣ
ローラン・ビルマン様

７日 加茂ＲＣ
職場訪問
「加茂市議会議場」

７日 燕ＲＣ
第5回異文化相互
理解ｾﾐﾅｰDVD上
映」

★上記以外ＲＣ 火曜日 分水・田上あじさい 木曜日 見附・巻

７日（木）加茂ＲＣ

（記帳受付）

（加茂市産業センター ）

１３日（水）三条ＲＣ

（三条信用金庫本店）

２１日（木）加茂ＲＣ

（加茂市産業センター ）

２２日（金）吉田ＲＣ

（燕市吉田公民館）10：00～15：00

２６日（火）分水ＲＣ

（大栄信用組合本店1Ｆ ）11：00～14：00

２７日（水）三条ＲＣ

（三条信用金庫本店）

例会場変更

＊吉田ＲＣ

地区主要行事

クラブ会長エレクト研修セミナー(PETS)

2019年3月23日

地区研修・協議会

2019年5月11日

２０１８年７月～２０１９年３月 燕市吉田公民館に変更
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