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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 5

月 21 日(火)当年 42 回目の例

会、会長挨拶は、初めに 5 月

18 日(土)に行われました十日

町北ＲＣ創立 50周年記念式典

についてお話しいたします。

十日町市は松之山温泉、越後

湯沢、六日町中心部近くに位置します。1968

年 9 月、十日町北ＲＣは十日町ＲＣをスポンサ

ークラブとして、チャーターメンバー25 名で

発足しました。今回 50 周年の記念事業として

は、市内の有志でつくる「黄桜会」が進める城

ケ丘桜の桂プロジェクト。このプロジェクトは

新元号「令和」を記念するとともに、地域初の

本格的児童センターの建設を祝い、桜の木を市

街地に近接する城ケ丘一帯に植樹し、今後末永

く市民の憩いの場として親しまれていくこと

を念願するものです。クラブは一時 40 人台で

したが、今現在 24 人になりましたが、これか

らもメンバー全員で心を合わせ、社会の為にな

ることを実践していきたいと考えております、

と、田邉誠会長の歓迎の挨拶は締められました。 

それでは、松下幸之助氏の第 11 話は、先回オ

ランダのフィリップ社と技術提携を行った後、

昭和 29 年 59 歳の時、皆さんご存知のビクター

と提携し、昭和 30 年 60 歳の時所得番付 1 位に 

なり、39 年間でベスト 10 位入り 30 回創業 35 周年を 2 年遅れで祝いました。昭和 31 年 61 歳、

30 年現在 220 億円の販売高を 35 年に 800 億円にする等の「5 ケ年計画」を発表します。昭和

32 年 62 歳の時、市内でも見られるナショナル・ショップ制度を発足させます。松下電器が貿

易をやろうと決意をします。昭和 30 年代に入ってから、私は貿易によって、自国も相手国もと

もに繁栄しなくてはならないと思う。そのためには、相手国の身になって考え、相手国に喜ん

で受け入れられるものを工夫し、生み出していかなくてはならない。そうした使命感をもって

貿易という事業を進めていかない限り、日本にどれほど余力ができたとしても、貿易の本質を

全うすることにはならないと思う。こうして社員の奮起を促し、松下電器の輸出は急速に伸び、

昭和 33 年の 32 億円から昭和 35 年には 130 億円を突破し、総生産に占める輸出の割合は、6％

から 12％になったのである。終わります。      日本経済新聞社編 松下幸之助著「私の履歴書」より 

 

 

例会日２０１９．５. ２１  累計№１５４８ 当年№４２ 

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 

 

本日の行事：「青少年奉仕月間」 

「社会課題をエンターテイメントする」 

 
◆本 日 の 出 席 ：６０名中２７名   

◆先々週の出席率：６０名中４７名 78.331％ 

(前年同期 81.54％) 

 

◆本日のゲスト：(有)ナマラエンターテイメント  

代表取締役 江口  歩 様 

 

◆本日のビジター：野島廣一郎 様(三条南 RC) 

 

◆先週のメークアップ(敬称略) 

15日 三条 RC 早川瀧雄、石川勝行、米山忠俊 

 16日 ファイヤーサイドミーティング ２２名 

17日 ファイヤーサイドミーティング  １６名 

18日 十日町北 RC50周年 高橋研一、松山浩仁 

18日 三条東・北 RCゴルフ大会 １４名 

20日 ファイヤーサイドミーティング  １５名 

 

 ＊本日の配布書類等 

 ・週報№1547 

 ・ガバナー月信５月号(閲覧) 

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  FAX 0256-35-7488 

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 

「奉仕プロジェクト委員会アンケートのお願い」 

「奉仕プロジェクト委員会の総括と国際大会報告会のご案内」 

日時：6月 12日(水)18：30～20：30 会場：越前屋ホテル 

・三条ローターアクトクラブより「カクテル講習会のご案内」 

日時：6月 19日(水) 19：30～20：30 講習会 20：50～22：20 懇親会 

会場：オールドＢＡＲ Ｍｏｎｚａ(モンツァ) 

・三条あおぞら会より「総会のご案内」 

日時：6月 15日(土)13：30～15：30 会場：青空地域生活支援センター 

 

◆外山裕一 会長エレクト 
16日 17日 20日の 3日間ファイヤーサイドミーティングにご出席いただきありがとうございました。

その中でいろんなご意見をいただきました。私の年度にちょっとでも皆さんの為になるように頑張

りますのでよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

松山 浩仁君 財団の目標額がまだ少し足りません。皆さんご協力を！ 

石丸  進君 江口社長、本日はようこそお越し下さいました。 

卓話よろしくお願い致します。 

本間建雄美君 財団委員長に協力。 

本田 芳久君 財団に協力を！ 

渡辺  徹君    〃 

 

 

 

齋藤孝之輔君 江口様の卓話、楽しみです。 

早川 瀧雄君 森米山委員長に協力します。 

福岡 信行君 ＢＯＸに協力！ 

森   宏君 ご協力ありがとうございます。 

 

 

 

 

大野 新吉君 ボックスに協力。本日の卓話 江口様、宜しくお願いします。 

又、南 RCより野島先生ようこそ!! 

星野 義男君 江口様の卓話に感謝して!! 

石川 友意君      〃 

渋谷 義徳君 ファイヤーサイドミーティング出席の皆様、お疲れ様でした。 

外山会長のエレクトのリーダーシップを期待します。 

外山 裕一君 皆様、先週木曜日からのファイヤーサイドミーティング、有り難うございました。 

ＢＯＸに協力。 

森   宏君 下田城で１ヵ所刺されました。皆さん気をつけましょう。。 

高橋 彰雄君 協力致します。 

本田 芳久君 ＢＯＸに協力を！ 

石黒 隆夫君 新潟交響楽団第 103回定期演奏会のご案内 

日時：6月 30日(日) 場所：りゅーとぴあコンサートホール 

曲目：ブルックナー交響曲 第四番変ホ長調   チケットあります。 

米山奨学ボックス：２１日現在累計１,３３３,０００円 

ロータリー財団ボックス：２１日現在累計 ２７５,０００

円 

ス マ イ ル ボ ッ ク ス：２１日現在累計 ８７５,０００

円 
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本日の行事：「青少年奉仕月間」 
 

講師紹介：石丸 進 青少年奉仕＆ライラ委員長 
皆さんこんにちは。本日、ナマラエンターテイメントの江口社長よりお越しいただ

き、ありがとうございます。本業は新潟のお笑い芸人集団をされていますが、一方

保護司という活動もされているということで、本日は「青少年奉仕月間」に因んで

卓話をお願い致しました。では、よろしくお願いいたします。 

 

卓話「社会課題をエンターテイメントする」 
(有)ナマラエンターテイメント 代表取締役 江口  歩 様 

 
1997 年にナマラエンタ

ーテイメントを立上げ、

もう 22 年くらいになっ

ております。立上げのこ

ろの背景は、新潟県は自

殺率が 2 年連続 1 位で、

文化不毛の地などと日報

に書かれていました。ま

た 1997 年はちょうどア

ルビレックスがアルビレオという名前で、陸上

競技場をホームとして始まった頃でもあります。

その頃は、サッカーなんて根付くはずないだろ

うと言われていました。そして、りゅうとぴあ

が出来ると「こんな箱物はいらない！」「無駄使

いだ！」なんて言われていました。そんなとこ

ろに僕らは立ち上がったわけです。当然のこと

ながら、東京・大阪から見れば、根暗で引っ込

み思案な新潟に、お笑いなんて根付くはずがな

いと話題にもなりませんでした。好きなことを

して仕事にしたいという目標でやっていました。

「好きなことをして生きていくのが一番いいじ

ゃんか!!」甘い考えなんて通用しないと散々で

した。そんな中、新潟市でお笑いコンテストを

やったら 30人位集まり、爆笑問題をゲストに呼

んだら 1400人位集まり、全国初の地方発進型の

お笑い集団ができた事で全国ニュースになりま

した。 

平山知事が、元気な若者を集めてランチをしな

がら懇談会をやろうなんて言われ 10 人位集ま

りました。それぞれがいろんなこと、例えば雪

ダルマ財団が雪を活用して・・とか、演劇集団

が演劇で街を元気にとか・・言う中、二日酔い

で行った僕は、「自殺率が 2年連続 1位というの

は問題だと思います。何か我々にできることは

ないのか。自殺名所をたくさん作って“骨をう

ずめよう新潟”ってキャンペーンを張って、JR

の片道切符とタイアップしてはどうかとか・・」。 

泉田知事の時に震災が起き、実際新潟市は何も

なかったにもかかわらず、何もかもを諦めたか

のような空気の中、第 1 回新潟県観光復興戦略

会議が立ち上がり、そこここの社長など背広組

99 人、1 人僕、会が始まる前から皆さんイライ

ラしてるんですよ。「新潟県は観光 PR が下手な

んだ！」って語気上がる人もいました。下手で

はなく予算がないんだと。予算がないとか下手

だとか、それだけで、何の戦略もないまま 1 時

間くらい過ぎて残り 2 分となりました・・・な

んてとんでもないものでした。しょうがないの

で僕が挙手し、「大丈夫か？江口君」と言われる

も、この会は大丈夫か？と思いながら、「一発で

解決する方法がございます。そちらにいらっし

ゃる知事と、隣に座っていらっしゃる市長でデ

ュエットを歌っていただいて紅白を目指しまし

ょう」って言ったんです。ざわついていた会場

が、しーんとしてしまって、何をこんな時に冗

談言ってって、ピリッとした空気になりました。

僕はちょっと慌てて「ですから、知事と市長で

足りなければ、バックダンサーで田中真紀子を

入れましょう。菊田真紀子を入れましょう。吉

田六左衛門入れましょう」って言ったら、「バカ

野郎!!」ってなりました。僕は東京に居たとき

にレコードメーカーに勤めた経験から、ＣＤが

1 枚 10 円でできる事を知っていました。実は、

アイドルがオリコンチャート 1 位に上るのは戦

略があり、発売日が決まるとその日を企業は避

けるわけです。ねぎっこの初代マネージャーは

うちのかみさんなんですが、他のＣＤ発売予定

の谷間のあるところで、意図的に一挙に買わせ

る方法をとります。例えば、ロータリーや商工

会、ＪＣなど、皆でその日目掛けてＣＤを買う

ことで、いきなりアイドルを抑えて新潟県知事

が 1 位ということもあり得ます。すると、朝の

ワイドショー番組で知事に「アイドル抑えて 1

位になりました！」等のインタビューが来るの

は全部無料です。以上のことを、残念ながら 2

分しかなかったので説明できませんでした。だ

から、僕は「バカ野郎!!」で終わっています。

その当時、東国原知事や橋下府知事も誕生して

ない頃で、首長自ら宣伝マンになる発想のない

時代でした。 
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“自殺名所”とか“骨を埋めよう”なんてフレ

ーズは、新潟県に住んでもらいたいということ

を伝えたいのに、言い方が悪いのです。 

2002年の時に精神障がい者を集めて“病気だよ、

全員集合”ってやりました。「アルコール依存症

になってよかった！アルコールを大量消費して

日本経済好転した！」等言いながら、アルコー

ル依存症の人や、統合失調症の人が集まりまし

た。「お前何回入院した？」「3回です」「9回で

す」入院回数が多ければ多いほど偉いイメージ

があったんです。その頃はかなり叩かれました

が、10年後新潟市で表彰されまして、出演して

いた人達は、今ではＮＨＫの全国放送番組のレ

ギュラーにもなっています。 

その会に、身体障がい者も精神障がい者も脳性

麻痺の人も一緒に出たいと言うので仲間に入れ

まして、司会者の僕は「俺も身体障がい者 5級

なんだ」って話すと、「お前みたいな 5級は黙っ

てろ」「ここでは 1 級しかしゃべっちゃだめだ」

なんてことも。その人は言語障害で、僕に向か

って「俺を漫才師にしろ」って言ってくるんで

す。新潟お笑い集団 NAMARAって全てを受け入れ

るコンセプトですから「お前は面白いが、言っ

ていることが何を言ってるのかわからないから、

通訳できる相方を連れて来い」と話すと、自分

の養護学校の車いすを使っている後輩を連れて

きて、脳性麻痺ブラザーズを結成。ＮＨＫの

SHOW-1グランプリで脳性麻痺ブラザーズが第 1

回障がい者お笑い大賞取って、全国ニュースに

なりました。それを見ていたプロデューサーか

ら、北川景子さんと錦戸亮さんの映画“抱きし

めたい”に準主役でという話が来ました。断っ

ていたら何も生まれないので、「いいじゃんか」

って一言で映画まで。そして、最後には僕も打

上げ行きました。北川景子さんと錦戸さんの間

に座る、そんなことが実際に起こるのです。 

お金もなく、支援者もないマイナスからのスタ

ートの僕は、仕事を断ったことがありません。

“お笑いと○○”という僕らの企画は全て新潟

で初。すると、全てに報道が入るのです。結果

ニュースになり、勝手に宣伝してくれます。そ

の経験から、前述の戦略会議でも自らニュース

を作ればお金はいらない、そういう戦略を考え

た方が良いのではと伝えたかったのですが、繰

り返しますが「バカ野郎」で終わってしまいま

した。 

今から 10年くらい前に燕市の人に呼ばれ「燕市

には凄い人達がいるが、どうにかして日の目を

見せてあげることはできないか」と言われまし

た。工場の祭典の以前です。「村上に人形様巡り

ってあるのを見習って、職人さん巡りはどうで

しょう」「職人は言葉が足りなくてＰＲ下手なん

だよ」「ちょっとまって、人形なんか一言もしゃ

べんねーよ。ちょっとでもしゃべったら、スゲ

ーことになるよ」そんなやり取りがあり、それ

が工場の祭典になった訳です。 

もったいないです。三条の和釘。日本の神社仏

閣を作っている釘がここにあるんです。居酒屋

でその釘を見て「あれ、これって箸置きになる

ね。箸置きが全部和釘だったら面白くね？」。そ

っと聞いていた人が、ネットで箸置きとして売

っています。適当に言って、商品になっている

物がいっぱいあります。逆になっていない物を

挙げると、火焔型土器。2020年のオリンピック

の聖火台のモチーフとなり、背広組の人達が何

回も陳情に行ってどうでもいい事言っています

が、火焔型土器のアイスクリームコーンを作り、

越後姫のジェラートをのせて、女子高校生が食

べていたら、ニュースになります。いいんじゃ

ない！って広まります。 

あるものを別の角度で使うだけでどうにでもな

ります。 

レインボータワーは震災後動かないから撤去と

なりましたが、経営不振で動かなかっただけで

す。今は撤去してしまいましたが、何年も前か

ら僕は別の使い方があると言っていました。こ

いのぼりの竿として使ったら、いきなり“ビル

より高いこいのばり”って全国ニュースになり

ます。物語を作れば良いんです。萬代橋、萬（よ

ろず）の街です。永遠の街です。虐待・家族崩

壊等言われている現代、ビルより高いこいのぼ

りが“家族の再生・もう一度緋鯉真鯉”と、日

報に依頼して幼稚園・保育園・小学校の児童か

ら鯉を集めればどうでしょう。このようにある

ものをうまく利用するだけでどうにでもなるも

のを、一つの方向しか見ていないため、こうい

う風になってしまうのです。本日のテーマの社

会課題も然り。 

脳関連障害に特化したパイロットクラブで今か

ら 6 年前に会長になっときに、新潟県の障がい

者雇用が少ないから、東京から先進的な人を呼

んで知事と市長とトークショーを開催しました。

その翌日には知事と市長と障がい者雇用推進の

調印式まで行きました。現在、障がい者雇用も

ちょっとずつ良くなってきています。全国の他

のパイロットクラブは、チャリティーコンサー

トをやり、皆さんからの募金を施設に送るよう

なイベントをしています。時代はこんなに変わ

っているのに前のシステムにしがみつき、五万

とある施設の一部に例えば 10 万円を寄付した

ところで何も変わらないのに、未だにやってい

ます。そうではなく、全員が使えるシステムを

つくればいいのではないか、それが新潟パイロ

ットの仕事です。新潟は異端児ですから、ルー
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ルに則って活動する必要あるか？と・・。今で

は、全国でそういう方向に動き始めています。

要は、時代がこんなに動いているのです。 

うちには障がい者はもちろんですが、犯罪者の

芸人もいます。皆さん人材確保するなら、新潟

刑務所に青田刈りしに行った方がいいです。そ

ういう雑誌ができました。新潟出身の女性が刑

務所専用の求人情報誌を作りました。僕の所に

いつも送られています。そういう時代なんです。

刑務所行くと、薬物とかあれこれいっぱいいま

す。刑務所でテーマミーティングをやっており、

様々なお題が出ます。“後悔と反省について”「珍

しいな、こんな哲学的なテーマ」って言ったら、

参加した 10人が「捕まったことは後悔してるけ

ど、反省はしてません。」そりゃそうです。新潟

刑務所には、初犯は一人もいなくてリピーター

ばかりです。ベテランクラスしかいません。出

所前の人達と面談の際、薬物やった人に「出所

してたまたまそこに薬物があったら、またや

る？」って聞くと、やると答えます。目の前に

出されたらやっちゃうんです。そういう人たち

が世に出てくる。過激発言かもしれないが、刑

務所内は半分が発達障害です。誤解されると困

りますが、発達障害の人は五万といますから、

発達障害の人が犯罪を犯すのではありません。

うちの子も発達障害ですし、僕も発達障害かも

しれません。“親が理解をもってフォローする”

これが抜ける場合があります。親が発達障害の

こともありますから。親の虐待もある中で、学

校のフォローもなく、地域のフォローもなく、

そういう人達もいます。 

僕は新潟市の駅南で自治会長をやっていますが、

三条のある自治会で講演させてもらったんです

が、会費収入が 300 万円以上の自治会があるそ

うです。だったら“会社にしたらどうか”と、

その方が余程うまくいくのではないかという、

そういう発想がないんです。自治会長って言っ

たら、一般的に皆さん年寄りで発想が古いイメ

ージ。 

うちはこわれもの再生、なんだバカ野郎って言

われましたが、ちょっと経てば絶賛されていま

す。真逆に変わるくらいの動きなんです。今僕

らが言っていることが、すごいスピードで現実

になっています。バカバカしくしゃべっていま

すが、これから不思議な時代に突入します。ひ

きこもりやニート。ニートなんて何十万といま

す。何十万がネットで繋がり、ニートの神様み

たいな人が台頭し、政治の新党(ニートウ)とか、

ネットで皆に呼び掛けていたら、一緒に頑張ろ

うなんて起こるかもしれない。全然違う世界が

やってくるんです。変われないのが、組織、団

体、刑務所。60代後半の人に何して捕まったん

です？って聞くと、無免ですって。免停なんで

す。仕事は何かと聞けば車の運転。それなら、

刑務所で取らせてあげれば良いのでは？刑務所

はそういう仕組みでなく、罰則する場所ですか

らと。しかし、次第に教育が取り入れられ、僕

が行くようになってきているわけです。刑務所

も変わらなければいけないし、自治体も変わら

なければいけない。 

回覧ってありますが、自治会長の権限で回せる

ものです。ならば、(商業広告で)回覧を回し手

数料をいただくこともできるはず。資金不足も

工夫次第でどうにでもなるのに、今までのシス

テムで見てるから機能しなくなっています。 

精神障がい者とか、脳性麻痺の人を、しゃべれ

ないから無理だろって発想や、レインボータワ

ーを負の遺産としてしまうこと。見かた次第で

何とかなるのに、そういう状況なんです。保護

司になって思うのですが、残念なことに、少年

犯罪に関しては周りが犯罪者を作っています。 

私がなぜ保護司になったかというと、講演で気

に入られて保護司になりました。 

うちの前に夜中ガンガン音を立て叫ぶ人がいて、

大問題になっていました。隣の人は家を売りに

出して引っ越し、子育て中のアパートの人はみ

んないなくなって、隣の女子中学生の家は子供

だけ違うところにやって、それくらい大ごとに

なりました。ある日僕が仕事から帰ると、救急

車やパトカーが止まっていました。近所では車

止めれば蹴られ、夜中になれば女の子に「・・

ちゃん、何してるの？」なんて声をかけてくる

男です。「じゃ俺が行こうか」「やめて、あなた

が行ったことで、うちに目をつけて乗り込んで

こられたらどうするの？」「じゃ、うちに呼ぼう

か」「もっとやめて！」なんて、かみさんと話し

た翌日夜遅くに飲んで帰ると、その男が暖機運

転をしていて、コンコンってノックしました。

「お前嫌われているらしいな」男「あ、そっす新潟を変えるかもしれない 17の実践 

 

ＳＤＧＳをＮＡＭＡＲＡ流に 

アレンジしたものです。 
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か。あ、そっすか」やくざって聞いていたが、

ちょっと精神病んでいる様に見えました。ちょ

っと話を聞いたら、半年前に母親が離婚して、

母親の実家に来たけど、そこに来たらじいちゃ

んが風呂で溺死して、不幸続きの上、隣の中学

生に「キモイ」って言われて、「許せないんすよ！」

ってなったとのこと。分かったことは同じ格好

した双子だったんです。昼間の弟はやくざ風で

一家を支え、精神疾患の兄は近所に迷惑かける

からバカにされ、虚勢を張っている。外から見

るとわからないから何だか怖いやら、気持ち悪

いやら、しかしよく聞けば納得できます。「じゃ

あ、これから話をつけに行こう」って言ったら、

男は「夜中の二時に行ったらダメでしょう」っ

て、「おまえ夜中の二時に騒いでるんだから別に

いいじゃないか」、「いいです。いいです。実は

あそこの家にも・・・。迷惑かかるから」て言

うのです。「気にするな、俺が行くんだから」っ

て言っても、ビビッて行かず。うちへ連れて行

くと、うちの玄関の前で震え出しました。ガタ

イのいいやつだが、俺は夜中の 2 時に抱きしめ

て「俺がおまえの味方になってやるから安心し

ろ。携帯番号もやる。おまえは町内から総スカ

ンくらっている。何かあったら俺に電話しろ！」

って、10分くらい抱きしめたんです。そうした

ら震えがだんだん止まり、目の前の家だけど送

って行きました。翌日から、ぱったりなくなり

ました。未だに静かにしています。 

僕からすると、周りが勝手にモンスターを作っ

ているんです。皆が犯罪者を作っているんです。 

ダイバーシティーとか共生社会とか言われます

が、偏見というものがあるからどうにもならな

いのです。皆が許せるところまで行けばいいの

ですが、そんなことはありえません。ただ僕ら

はそれが面白いからやっているだけです。 

簡単に言うと、いろんな課題がありますが、そ

れら全てをエンターテイメントにして、面白く

楽しく、そして何か伝わればいいなと活動して

います。ありとあらゆることをやっています。

できれば皆さんの会社・地域と一緒になって新

しいアイデアをくみかわせるようなことをでき

たら嬉しいなと思っております。どうもありが

とうございました。 

 

◆三条東・北ＲＣゴルフ大会  5月 18日(土) 下田城カントリー倶楽部 

参加者(敬称略) 

三条東 RC：菅家敏彦、小出和子、近藤健太、遠藤和秀（計 4名） 

三条北 RC：石丸進、岡田健、岡田大介、落合益夫、柄沢憲司、斎藤良行、佐藤義英 

坂本勝司、田口実仁佳、坂内康男、樋口勤、丸山勝、米山忠俊、石川一昭（計 14名） 

オブザーバー：石丸咲子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 表 彰 ● 

 
優 勝：斉藤良行君 

準優勝：坂内康男君 

第 3 位：丸山 勝君 

 

おめでとうございます！ 

おめでとうございます
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日 月 火 水 木 金 土

１

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
三条南ＲＣ
｢創立記念例会｣
田代徳太郎会長

三条北ＲＣ
｢ロータリー親睦
活動月間｣卓話
池田江里子様
(新潟東RC)

三条ＲＣ
休会

三条東ＲＣ
｢クラブフォーラム｣

燕ＲＣ卓話
長谷川克紀君
今井事務局
加茂ＲＣ
会員卓話
塚野隆子会員

吉田ＲＣ
早朝例会
本町公会堂
6：30～

９ １０ １１ １２ １３ １４ １５
三条南ＲＣ
｢クラブフォーラム｣
荒澤威彦会長エレクト

三条北ＲＣ
外部卓話
｢毎日の運動で健康

に！｣

(一社)新潟健康
増進財団
渡邉千鶴様

三条ＲＣ
｢クラブフォーラム｣

若槻八十彦会長エ
レクト

三条東ＲＣ
｢次年度に向けて｣

井上正栄会長エレクト

燕ＲＣ
クラブフォーラム
加茂ＲＣ
｢次年度へ向けて｣

吉田ＲＣ
会員卓話
伊藤真紀会員

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２
三条南ＲＣ
｢クラブフォーラム｣
荒澤威彦会長エレクト

三条北ＲＣ
｢今年度を振り
返って｣
高橋研一会長

三条ＲＣ
｢一年を振り返って｣
松永一義会長
西山徳芳幹事

三条東ＲＣ
｢１年を振り返って｣

会長・幹事・SAA

燕ＲＣ
2019-20年度
会長方針発表
加茂ＲＣ
｢感謝祭例会｣

吉田ＲＣ
会員卓話
亀山廣司会員

23/30 ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９
三条南ＲＣ
｢会長幹事慰労会｣

於　松木屋

三条北ＲＣ
｢会長幹事慰労会｣

18：30～
於　魚長

三条ＲＣ
｢会長幹事慰労会｣

於　二洲楼

三条東ＲＣ
｢会長幹事慰労会｣

燕ＲＣ
会長幹事並びに新旧

役員交替慰労会

加茂ＲＣ
｢今年度総括｣
酒井会長・小池幹事

吉田ＲＣ
｢夜例会｣
割烹けやき
19：00～

　５日（水）三条ＲＣ （三条信用金庫本店）

　７日（金）吉田ＲＣ （燕市吉田産業会館）10：00～15：00

（記帳受付） １８日（火）分水ＲＣ （大栄信用組合本店1Ｆ ）11：00～14：00

２０日（木）加茂ＲＣ （加茂市産業センター ）

２４日（月）三条南ＲＣ （三条信用金庫本店）

２５日（火）三条北ＲＣ （三条ロイヤルホテル）

２６日（水）三条ＲＣ （三条信用金庫本店）

２７日（木）三条東ＲＣ （三条ロイヤルホテル）

２７日（木）燕ＲＣ （燕三条ワシントンホテル）

２８日（金）吉田ＲＣ （燕市吉田産業会館）10：00～15：00

★上記以外ＲＣ　火曜日　分水・田上あじさい　木曜日　見附・巻

６月の行事予定（第4分区内ＲＣ）


