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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 6

月18日(火)当年46回目の会長

挨拶は、松下幸之助氏の第 1

話から第 13 話の中で成功のた

めに特に大切なことをお話し

したいと思います。 

パナソニックグループの創業

者 松下幸之助氏は、ある時、なぜ成功できたか

と尋ねられ、運が良かったからだと答えていま

す。自分の力で遂げたというよりも、何かそう

なる運命の様なものがあったのではないかと、

また成功の要因を問われるたびに確かに一商人、

一経営者としては成功した方かもしれないが、

自分は果たして一人の人間として成功したとい

えるのか、成功の道とは事業経営を行う中で、

迷いがたくさんありました。そのような時は、

周りに意見を求め、その意見からもう一度自分

の足元を見つめ直し、決断して来ました。自分

の希望や考えに固執してはいけないが、かとい 

って他人の意見に引きずられてもいけない「何が正しいか」を求め囚われない素直な心で事に当た

ることが、失敗をなくす最善の策だと言っています。昭和 48 年 1月 10日、78 歳の時に商売心得帖

を述べています。私が松下電器の経営にあたってきたなかで、次の様な基本姿勢が大切だと思いま

した。つまり、仏教徒の方々の生活態度は、朝に礼拝、夕べに感謝といいますが、我々日々仕事に

たずさわる者も朝に発意、昼は実行、そして夕べに反省。こういう日々を繰り返したいということ

です。同様に毎月、毎年の初めに発意、終わりは反省。そして 5 年経ったらその 5 年を反省する。

そうすると 5 年間実行してきたことのうち、良かったこと、良くなかったことがある程度わかって

くると思います。私自身の経験では、概ね過ちなどないと思っていても、5年後改めて考えてみれば、

半分は成功だったが、半分はしなくてもいい事、失敗だったともいえるように思うのです。そのよ

うに反省しつつ歩むならば、次の歩みを過ち少なく進めることもできるわけです。要するに商売と

いうものは、この発意、実行、反省がとても大事なことであり、私自身もこういう基本姿勢をさら

に重要視ししていかねばと、改めて痛感しています。すなわち、今日商売を進めていくうえで大事

なことは、現実の諸問題に対処しつつ、自ら「これだ」と学びとる事と、近代的な感覚で価値を判

断して行くことだと思います。松下幸之助さんの第 1話から第 13話までのお話の中で伝えたいこと

をお話ししました。ありがとうございました。 

 

 

 

例会日２０１９．６. １８  累計№１５５２ 当年№４６ 

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：「今年度を振り返って」  

 
◆本 日 の 出 席 ：６０名中３２名   

◆先々週の出席率：６０名中４６名 75.00％ 

(前年同期 78.76％) 

 

◆本日のビジター：木村 文夫 様（三条ＲＣ） 

 

◆先週のメークアップ(敬称略) 

17日 地区大会記念ｺﾞﾙﾌ大会「慰労ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ」 

佐藤 義英 

 

 ＊本日の配布書類等 

 ・ロータリーの友６月号 

 ・週報№1551 

 ・ガバナー月信６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  

・地区会員増強委員長より「地区会員増強セミナー」のご案内 

日時： 7月 20日(土) 13：00～17：30 会場： やすね（上越市） 

・巻ＲＣより 創立 30周年記念式典・祝賀会「お礼のご挨拶」 

・三条ローターアクトクラブより「7月第一例会」のご案内 

日時： 7月 12日(金) 19：30 ～ 20：30頃  

会場： 三条・燕地域ﾘｻｰﾁｺｱ４階 異業種交流室 

・三条市青少年健全育成市民会議より「三条市青少年健全育成市民大会のご案内」 

日時：7月 14日(日)13：00～15：30 会場：三条市中央公民館大ホール 

・三条市青少年ネットワークより「青少年健全育成県民大会のご案内」 

日時：7月 28日(日)13：00～16：00 会場：長岡市中之島文化センター 

 

理事会報告：現次年度合同 令和元年 6月 18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 

佐藤秀一、石黒隆夫、梨本文也、落合益夫、福岡信行、田口実仁佳、森 宏、本田芳久 

              出席数２３/２３(内委任状４名) 

協議事項  

１．高橋年度の決算報告……………………………………………………………………………承認 

２．外山年度の予算案の件…………………………………………………………………………承認 

３．次年度会費の件……………………………………………………………………………継続審議 

４．次年度行事予算案の件  多少の変更あり…………………………………………………承認 

５. その他 会長幹事ＳＡＡ慰労会担当について  

次年度からは当該年度の親睦活動委員会が企画・実施することとする。……承認 

 

委員会報告：職業奉仕委員会 羽賀 一真 委員長 

本日配布の週報(No.1551)後半に職業奉仕委員会として、「柏崎刈羽原子力発電所に

対しての質問状と回答」を載せさせていただきました。今年度、数回にわたり原子

力発電所そしてエネルギー問題という大きなテーマを扱い、見学や質疑応答とうい

う形で問題提起を致して参りました。東京電力様からは丁寧な回答をいただき、長

文に及びますが、皆様にご一読いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

星野 義男君 ロータリー財団に協力!! 

中原 尚彦君 財団に協力します。 

渡辺  徹君 皆様、一年間ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

外山 晴一君 21日より会社では会長となります。これからの人生、快調にいきた

いものです。 

星野 義男君 米山奨学に協力!! 

福岡 信行君 森委員長に協力！ 

米山 忠俊君 ＢＯＸに協力。 

森   宏君 最後までご協力ありがとうございました。 

 

米山奨学ボックス：１８日現在累計１,３５７,０００円 

ロータリー財団ボックス：１８日現在累計 ２９６,０００

円 
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木村 文夫君(三条ＲＣ) 本日はお世話になります。 

石川 友意君 三条ＲＣ 木村さんを歓迎して。高橋会長、松山幹事、外山ＳＡＡ、

卓話ご苦労様です。1年間お疲れ様でした。 

今井 克義君 都合あり早退させていただきます。 

高橋 彰雄君 協力致します。 

岡田  健君 高橋年度最後の出席になると思います。 

森   宏君 次年度社会奉仕事業 講演会は 10月 29日(火)掛布雅之氏に決定いたしました。 

ご協力宜しくお願い致します。 

田口実仁佳君 高橋年度、お疲れ様でした。 

 

本日の行事：「今年度を振り返って」 
高橋 研一 会長 

創立 33 年目を迎える当クラ

ブの第 1 例会は 2018 年 7 月

3 日に開催されました。

2018-2019年度のクラブのテ

ーマは「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

題にチャレンジしよう！」でした。2018 年 3

月 27 日に行われたＰＥＴＳの地区の数値目標

から、会員増強前年度比 5％純増を立て、今後

クラブ会員の色々な事情による退会者が増え

て行くのではないかという問題に、どうした方

法で入会者を募ったらよいのかを考えました。

しかし、そう簡単に方法案は浮かびませんでし

た。各委員長には提案をお願いし、私自身もＰ

ＤＣＡサイクルで、何か始めれば不評や反対案

が出ると思って実行しましたが、名案は浮かび

ませんでした。第 1回会員増強＆親睦交流ゴル

フが 2018年 7月 26日(木)に梨木篤史君よりゲ

スト野水さんを紹介してもらい、11 名で始め

ました。会員より協賛もいただきました。その

後も第 3回までゴルフ交流会を行った結果、中

山正義君と宮川雄一郎君の 2 名の会員の入会

が決まりました。その後少数の方から「ゴルフ

のできない人はどうするのか」との意見が有り、

その意見に対しお答え出来ませんでした。それ

はその通りだからです。第 4回目の開催案は途

切れたままです。 

私の 1年間で辛かったのは、中條耕二さんがお

亡くなりになられた事と、4名の退会者を 1名

も止めることが出来なかったこと。そして、前

述した通り、会員増強方法に良い案が出ないま

ま終わった事です。しかし素晴らしい事もたく

さんありました。 

それは、スマイルＢＯＸ寄付金 958,000円、 

ロータリー財団目標に対し 100.2％ 1,075,000 円、 

米山奨学目標に対して 160.2％ 2,051,000 円、

そして役員・理事の結束、会員増強Ａ・Ｂ委員

長の金子太一郎さん、齋藤孝之輔さんのたくさ

んの活動、職業奉仕委員長の羽賀一真さんの柏

崎刈羽原子力発電所への事業計画の実行、社会

奉仕委員長の佐藤秀一さんの二胡演奏会の事

業計画の実行。それぞれ会員の協力もあり

100％に近い素晴らしい成果を上げることが出

来たことに頭の下がる思いです。プログラム委

員長花井知之さん、当初の方針通り楽しんでも

らうために外部卓話に力を入れていただいて、

思う様にプログラムが出来た事をとても感謝

しております。よかったです。進行や挨拶時間

の使い方の下手な私のサポート役を 1 年間し

ていただいたＳＡＡの外山裕一さん、会の方針

や運営、各方面のクラブの式典色々な事業のリ

ード、段取りをしていただいた幹事の松山浩仁

さん、そして、どんなことをお願いしてもクラ

ブの為だといって、嫌な顔をせず受け入れて下

さった親睦委員長の中原尚彦さん、そして役員

理事各会員の素晴らしい皆様のおかげで、全て

良かったと思っています。5年経ってみて、良

かった事、良くなかった事があると思いますが、

良くなかった事を反省したいと思います。 

さて最後になりますが、2018 年 7 月出船の間

に色々なことが起こり、少し落ち込みましたが、

それを乗り越えるために決断しました。それは

ホームクラブの例会は全て出席すること、Ｉ

Ｍ・幹事会・セミナー・記念式典にも全て出席

する事を実行して、煩わしい事を忘れることが

できました。 

会員の皆さん、一年間いろいろな面でお世話に

なりました。 

本当にありがとうございました。終わります。 

 

 

 

 

 

ス マ イ ル ボ ッ ク ス：１８日現在累計 ９６５,０００

円 

 2018.7.3 
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松山 浩仁 幹事 
私は 2014 年に入会し入会し

た年を含め 3 期親睦委員会を

務め 4 期目に SAA を務め委員

長経験もないまま今期幹事を

務めさせて頂きました。役

員・理事会は SAA の時に当時

幹事だった石黒さんの進行を

みていたので何となくこなさ

せていただきましたがそれ以外の幹事の務め

は全くわからないまま 1 年が過ぎた感があり、

会長初め会員の皆さんに多大なご迷惑をおか

けしたのでは無いかと大変反省しております。  

幹事の仕事は会長とほぼ行動を共にして地区

協議会、地区大会や色んな会議や協議に出たり

領収書のチェックをしたりと大変な事や苦労

も多かったです。 

そんな 1 年でしたが多少楽しい事もありまし

て地区内の周年記念大会にも何か所か参加さ

せて頂きました。各クラブがそれぞれの地域の

特色を活かして色んな趣向を凝らしてお出迎

えをしてくださったり地元の特産物をご馳走

になったりしました。またそういう時には三条

の４クラブはバスをチャーターして 4 クラブ

合同で乗り合いして行くのですがそうしてい

るうちに気づいた事があります。大概式典が終

わるとその後に懇親会があるのですが一番最

後まで飲み食いしてるのは北クラブだという

事です。三条 4クラブの今年度幹事は三条クラ

ブさんだったのですが私も北クラブの幹事と

して一足先にバスに戻ると毎回のように三条

クラブの幹事さんから北さん待ちです、あんた

んち北ローって言われてるのに来ないね、はい

今回も北待ちですと言われて来ました。私の中

ではいつの間にか三条クラブさんを北待ち奉

行と呼ぶようなりました。でも北クラブの出さ

れたものはキチンと全部頂いていこうという

精神が私は好きです。閉会間際になってもハイ

ボール濃いめを２つ頼むという頼み方も嫌い

ではありません。これこそが北クラブの個性だ

と思います。そんな感じですから帰りのバスで

ももちろん一番最初にトイレー、バス止めてー

って言うのも北クラブです、私はそんな北クラ

ブが大好きです。私はつくづく北クラブでよか

ったなと思っています。 

そしてこうして 1 年間大過なく終わろうとし

ているのも会長や会員の皆さんはもちろんで

すが何よりお辞めになられた竹ノ内さん、そし

て新たに来られた平岡さんの存在があったか

らこそだと思っています。 

ベテランの竹ノ内さんは会員の誰より北クラ

ブの事をよく知っておられましたしガバナー

事務経験のある平岡さんもロータリークラブ

の事を大変よく勉強して熟知しているので常

に頼りっぱなしでした、本当に助かりました、

竹ノ内さん、平岡さんそして会員の皆さん 1年

間本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

外山 裕一 ＳＡＡ
今年度ＳＡＡを務めさせてい

ただきました外山です。来年度

は何故か会長という大役を仰

せつかり、今からドキドキして

過ごしています。一年を振り返

ってということですが、私とし

ては今回 2 回目のＳＡＡをさ

せて頂きました。順番に事を進めなければいけ

ない所を、自分なりに分からず数回飛ばして幹

事にこっぴどく怒られたことも数度あります。

そんな中、何となくＳＡＡを一年間させて頂き、

会長は来年させて頂くことになりました。進行

というものが、自分の思ったように進まず、今

年度時間をオーバーすることも数度ありまし

た。是非、来年の梨本ＳＡＡにはその辺をきち

っとやっていただければと思います。私の卓話

は常に 1分で終わりますので、他の方にその分

時間をかけて頂いて、会を進行していただけた

らと思っています。今年度の高橋会長は松下幸

之助氏の卓話をされましたが、私にはそういう

学がないので、一回一回話すことがままならな

い状況を心配しています。 

こんな私がＳＡＡを務めさせていただけたの

も会の皆さんのおかげと思っています。北クラ

ブは何をしても「Ｎｏ」となかなか言ってくれ

ない非常に良い会員の皆様です。のびのびさせ

ていただけたと思っています。8分と言われま

したが、今年度の超過分が有りますので、プラ

マイゼロとなるよう短めに終わります。 

一年間ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2019.5.21 

 

 

 
 2018.11.27 
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日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
三条南RC 三条北RC 三条RC 吉田RC

｢ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ｣
荒澤威彦 会長

今年度方針発表
①
外山裕一会長
各奉仕委員長

｢ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ｣
若槻八十彦 会長

クラブ協議会

7 8 9 10 11 12 13
三条南RC 三条北RC 三条RC 吉田RC 三条東RC

会員卓話
熊倉高志 会員

今年度方針発表
②
各奉仕委員長

｢大谷光夫ｶﾞﾊﾞﾅｰ
公式訪問｣

会員卓話
小林文夫 会員

社会奉仕事業
｢宇津木妙子氏講
演会｣
会場：三条中央
公民館

14 15 16 17 18 19 20
三条南RC 三条北RC 三条RC 吉田RC

休会（海の日） 会員卓話
宮川雄一郎 会員

クラブ休会 夜例会
会員卓話
丸山 健 会員

21 22 23 24 25 26 27
三条南RC 三条北RC 三条RC 吉田RC

会員卓話
吉沢栄一 会員

外部卓話 外部卓話 休会(吉田まつり)

28 29 30 31
三条南RC 三条北RC 三条RC

　

｢大谷光夫ｶﾞﾊﾞﾅｰ
公式訪問｣

クラブ休会 ｢納涼例会｣
於 越前屋ホテル

１０日（水） 三条ＲＣ 三条信用金庫本店

１７日（水） 三条ＲＣ 三条信用金庫本店

１８日（木） 三条東ＲＣ 三条ロイヤルホテル

１８日（木） 燕ＲＣ 燕三条ワシントンホテル

１８日（木） 加茂ＲＣ 加茂市産業センター 

１９日（金） 吉田ＲＣ 燕市吉田産業会館　（10：00～15：00）

２５日（木） 燕ＲＣ 燕三条ワシントンホテル

２９日（月） 三条南ＲＣ 三条信用金庫本店

３０日（火） 三条北ＲＣ 三条ロイヤルホテル

３０日（火） 分水ＲＣ 大栄信用組合本店1Ｆ（11：00～14：00）

３１日（水） 三条ＲＣ 三条信用金庫本店

９月１日（日）～２日（月） クラブ親睦旅行

９月１４日（日） 第４分区ＩＭ

１０月１日（火） 大谷光夫ガバナー公式訪問

８日（火） 地区大会記念親睦ゴルフ大会

２６日（土） 地区大会　１日目

２７日（日） 地区大会　２日目

２９日（火） 社会奉仕事業「講演会」

やすね/デュオ・セレッソ

ホテルつるや

ジオ・ワールドＶＩＰ

行事予定（第４分区内ＲＣ）

松ヶ峰Ｃ.Ｃ

やすね

★上記以外ＲＣ　火曜日　分水・田上あじさい　木曜日　見附・巻

三条東RC｢新年
度会長挨拶｣
燕RCｸﾗﾌﾞ事業計
画の発表①
加茂RC新年度基
本方針・予算

三条東RC｢社会奉
仕事業準備会｣
燕RCｸﾗﾌﾞ事業計
画の発表②
加茂RC
｢ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ｣

燕RC
社会奉仕事業
｢つばくろの里交流会｣

加茂RC
｢ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ｣

三条東RC
振替休会

燕RC納涼会
加茂RC
｢新旧役員交歓会｣

７月

記帳受付

予 定


