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・会長挨拶 ：石黒隆夫会長                 

皆さんこんにちは。 先週のガバナ

ー公式訪問は皆様のご協力により

無事終えることができました。似

顔絵を作っていただきました石

川さん、発表していただいた委員

長の皆さん、ニコニコで盛り上げ

ていただいた岡田さんありがとうございました。北

ロータリーのいつもの雰囲気は充分ガバナーに伝

わったと思います 

 先月、東ロータリーで公式訪問が先に行われまし

た。その時の情報でガバナーは現況報告書を詳しく

見ていると聞いていましたので指摘や指導を受け 

ると思い緊張しましたが、例会前の懇談会では雑談

やロータリーの話はありましたが個別な指摘など

はなく終始笑顔でしたし例会の卓話でも気持ちよ

く話をされていたように感じました。協議会に入っ

ても一番笑っていたのもガバナーだった様です。 

ガバナー公式訪問の一つの目的のガバナーとの親

睦は懇親会を行わない中で何とか達成したと思い

ます。 

 今日の例会は第一回クラブ戦略会議です。ガバナ

ーからの要請でもありますが一回で結論が出ると

は思いませんが今日は北クラブの将来を考えたな

るべく多くの方々より意見をお聞きしたいと思い

ますのでよろしくお願い致します。 

 

  

 

石川 一昭 君 佐藤委員長に協力です。 

吉田 文彦 君 財団に協力します(^O^) 

早川 瀧雄 君 ＢＯＸに協力！ 

佐藤 秀一 君 本日の戦略会議とは、楽しみです。 

例会日 ２０２０．１０．２０ №１６０３ 

 

会 長 ： 石 黒 隆 夫  幹 事 ： 本 田 芳 久  Ｓ Ａ Ａ ： 中 原 尚 彦 

◆本 日 の 行 事：「第１回クラブ戦略会議」 

◆本 日 の 出 席：５９名中３０名 

◆先々回の出席率：５９名中５０名 84.75％ 

（前年同期 77.97％） 

◆先週のメークアップ(敬称略)： 

  10/19 三条南ＲＣ  大野新吉 

 

＊本日の配布書類等 

・ガバナー月信１０月号(閲覧) 

・週報 No.１６０２ 

「ロータリーは機会の扉を開く」  

「ロータリーで良いことをしよう」  

「 親 睦 を 深 め よ う 」  

２０日現在累計   ８４，０００円 
ロータリー財団 BOX 

 No.15 
●例会日：火曜日 １２：３０～１３：３０  ●例会場：三条ロイヤルホテル ℡ 0256-34-8111 

三条北ロータリークラブ週報 
 ＲＩ：ホルガー・クナーク会長  

第 2560 地区：佐藤真ガバナー  

三条北 RC：石黒隆夫会長     

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 

・・幹 事 報 告： 岡田大介副幹事                                             

・三条特別支援教育研究協議会と 

上林小学校より 

｢三条市特別支援学級児童生徒 

ウィンターフェスティバルの 

ご案内｣ 

日時：12月 4日(金) 

9：30～10：15  

会場：上林小学校 

 
10/20 は本田幹事が欠席の為、岡田副幹事から報告 
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・本日の行事 ：  ｢第 1 回クラブ戦略会議｣                                    

 

石黒隆夫会長 

ＲＩ会長のメッセージの中には 
 

すべてのクラブは毎年、少なくとも一回の戦略会議を開き、皆さまには次のことを会員に問いかけて

いただきます。「私たちのクラブは５年後にどのようなクラブになっているべきか、また、このビジ

ョンを達成するためにどのようなステップを踏むべきか」「私たちのクラブで、会員はどのような価

値を得ることができるか」この会議を進行する人を選んでください。 
 

と書かれております。ここで５年後をどうしましょうという結論を出そうと思ってはいませんが、年１回

は会議を開くようにとの RI会長の意向です。 

我々のクラブに思う事はいろいろあると思いますが、将来に向けた場合、こうしたらいいとか、これは問

題だという様なことを、なるべく多くの方から発表していただき、それを基に別の会(理事会など）で話し

合ったらどうかと考えます。皆さんのお話次第で、今日のこの戦略会議がうまくいくと思っています。 

要するに５年後ですから、単純に考えれば若いメンバーの入会促進ですがその勧誘の仕方など、ＲＩ会長は 
 

新会員を注意して選びましょう。新会員にとって皆さまのクラブがぴったりと合うこと、そして新会

員の期待に応えるクラブであることを確認しましょう。新会員の面倒を見て、積極的な参加を促して

ください。ロータリアンとなるのに不相応な年齢などありません。 
 

このように、北クラブに合う人を選んでくださいということですが、ただでさえ入会促進は難しい中、  

ピッタリな人を選ぶというより、入ってからわかるというのが実情です。 

皆さん、クラブに対して思う所がございましたらお願いします。 

米山 忠俊 君 １０月は米山月間、協力。 

齋藤孝之輔 君 米山月間ですから。 

中原 尚彦 君 委員長に協力します。 

石川 一昭 君 武田委員長が淋しそうでしたので協力。 

吉田 文彦 君 米山奨学会に協力。 

梨本 文也 君 ＢＯＸに協力致します!! 

武田 恒夫 君 東京も大阪も、ついでに古町も、夜 普通になっていました。あ～恐ろしい。 

石黒 隆夫 君 本日は第１回クラブ戦略会議です。 

クラブの将来に向けた考えを何でも良いのでお聞かせください。 

渋谷 義徳 君 石黒会長のクラブ戦略会議がうまく進行することを願っています。 

吉田 文彦 君 ニコニコすることもあまり無いのですが、例会に出席した時くらい 

ニコニコしたいので協力します。      

森   宏 君 日曜日は天気が良くて久々に 10㎞ランニングしました。 

早川 瀧雄 君 星野さん、石川さん、社長が印刷組合の旅行で大変お世話になりました。 

星野 義男 君 協力します。 

佐藤 義英 君 ＢＯＸに協力!! 

中原 尚彦 君 ＢＯＸ協力です。 

田中耕太郎 君 ＢＯＸに 

石川 友意 君 ＢＯＸに!! 

丸山  勝 君 ＢＯＸに協力。 

花井 知之 君 協力します。 

岡田 大介 君 ＢＯＸに協力。 

石川 一昭 君 先週、印刷組合の旅行へ行って来ました。参加者はほとんど 2代目 3代目の若手でした。

とうとう参加者の年輩者の中で年寄りから 3番目でした。 

いよいよ交替の時期がやって来たようです!! 

２０日現在累計  ３７９，０００円 
ス マ イ ル B O X  

 

２０日現在累計   ９８，０００円 
米 山 奨 学 B O X  
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石川友意会員 

会長の選任は、翌々年の会長（ノミ

ニー）を決める事になっています

が、私の経験からお話ししますと、

会長ノミニーになってから自分

の年度に何をしようかと、先輩方

に教えを乞いながら考えました。で

きれば、５年後のビジョンとまでは行かないまで

も、(よそのクラブもそうであるように）先の会

長が決まっていれば、会長就任までにロータリー

の委員会等勉強できる期間がもてます。突然の勢

いで会長を務めるのも良いのですが、ロータリー

の中身を覚えていくという観点から、早目に会

長・幹事を決めていくようなシステムだとスムー

ズに行くのかなと思っています。 

その中で北 RC の伝統を引き継ぎながら、また新

たなお考えで運営されたらいいのかなと思って

います。幸い当クラブは若手のやり手の方がたく

さんいらっしゃいますので、力を発揮して下さる

場としては良い環境ではないかと思います。 

その様なことから、早めの会長人事が望ましいと

考えました。 

石黒会長 

もう１年２年早めにということですね。これは細

則を変更等の事務的なこともあると思いますが、

会長を決める時期が早ければ、幹事の決め方につ

いてもこの先の会長メンバーを見て、幹事未経験

であれば幹事を経験してもらうなど流れが出来

るかと思います。 

落合益夫会員 

他のクラブさんから、北クラブは

出席率が悪いんじゃないかと言

われました。現況報告書を見ると、

出席数が０の方がいらっしゃる

わけです。(近年の）会長幹事さん

のお考えはどうでしょうか。 

石黒会長 

出席されない人がいるということですが、私は

｢親睦｣を掲げる中、夜であれば出席しやすい方も

いらっしゃるということで、ひとつの策として考

えていますが、結果は明確に出ていません。 

石川一昭会員 

他のクラブで出席率が良いのは

メーキャップが多いと聞いてい

ます。うちのクラブも出席率だ

けを考えれば、それぞれ記帳と

いう手もありますし、近年は補

填の期限もゆるくなって来てお

りますので、皆さんにお願いしたらどうでしょうか？  

石黒会長 

クラブの個性のひとつで、会費を払って名前を置

いておくことに価値を見出されているのかもし

れないですし、今一度出席委員会もしくは理事会

で議論していくことが必要かと思います。 

かつて中條さんから、そのクラブにとって支障が

なければいいんだよと、教えていただきました。 

出席以外で貢献していただいたり（もちろん会費

の納入も大事な貢献ですが）、現状のこのような

状態は良くないとなれば、除名等図った方がよい

のかという問題になります。その人が今のこの状

態が良いとし、クラブでも問題なく RI や地区か

らも何か言われない限り、現状で良いのかと思い

ます。 

斎藤 正会員 

過去の会長さんは、欠席が続くと

退会勧告をされる様な事もあり

ました。会長のお考えで違います。

ただ欠席となる要因はひとつで

はない訳です。仕事が忙しいとか、

いくつかの要因で欠席が続くわ

けですから、欠席をする人から事情を聞いて分析

し、対応を考えて欠席を少なくする事を考えたら

どうでしょうか。 

石黒会長 

出席しやすい環境と、出席するきっかけを作るこ

とが必要だと考えます。 

外山晴一会員 

出席についてはクラブの個性と

考えて良いと思います。過去、出

席できない会員は除名など対応

が厳しく、出席については義務

でしたが、近年 RIの方もゆるや

かになりました。｢うちのクラブ

はあまり出席についてうるさくないから入会し

ませんか｣というのも勧誘のひとつかと思います。

会員増強と言われる中で、欠席が多いから辞めて

くださいというのはばからしい話ですが、出席し

てくださいというアクションは必要かと思いま

す。後はその人が考えれば良い事で、出席率が悪

いからペナルティーというのは RI の考えからい

っても違うのではないかと思います。 

５年後はどうあるかという問題については、会社

でしたら売上高等でしょうが、ロータリークラブ

は会員数だと思います。５年後も現状の会員数を

維持するのか伸ばすのか。だんだん高齢化してお

りますから、新しい会員を勧誘し５年後でも最低

限現状を維持するのが目標だと思います。 

現状維持にしても、会員を入れなければならず、

それもできるだけ若い会員が良い訳です。そうい

う意味からも、出席はあまりうるさくないよとい

う事を特色として集めるのも方法かと言う風に

私は思います。 

斎藤 正会員 

例会欠席は事前に連絡がありますか？ 

石黒会長 

欠席の時は連絡するものと思います。 
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会長の考え方次第とお聞きしましたので、いずれ

にしても出席委員会に機能していただき、私の方

からも会話をしたりしたいと思います。たまに出

てこられた方には、温かく迎えていただけたらと

思います。 

森 宏会員 

オンライン例会、ZOOM でのハイ

ブリット例会など、そういう形に

より、会場には行けない方も参加

(出席)できるという方法もあり

かと思います。 

 

石黒会長 

出張先から、この時間だけパソコンを開いて例会

に参加することができれば、大変便利だと思いま

した。それも合わせて考えてみたいと思います。 

森 宏会員 

医療関係者にとって火曜日は難しい曜日で、その

ため開業医さんの勧誘は難しいことから、曜日も

調整してもらえれば、誘える範囲も広がります。 

石黒会長 

RI からは月４回までやらなくてもいいという様

な事もありますが、回数についてはどうでしょう

か？回数を減らしたからと言って、出席率があが

るものでもないと思いますが、その点いかがでし

ょうか。 

石川一昭会員 

夜、作業着で出席 OK の例会というクラブもあり

ます。また、１か月の例会出欠を事務局へ提出す

るようにすれば、食事数も把握でき、無駄にする

ことも避けられるのではないでしょうか。 

来月の予定が立っている人は、１か月の予定を提

出するシステムを作っても良いかもしれません。 

斎藤 正会員 

ロータリーって何かと思います。月１回だとか、

４回じゃなければならないとか、その根拠はどこ

にあるのか。私自身ももう一回考えなければなら

ないと思っています。皆さんももう一回考える必

要があるんじゃないかと思います。 

石黒会長 

皆さん、貴重なご意見をいただきましてありがと

うございました。いただいたご意見を今後検討し

たいと思います。以上で、第 1回クラブ戦略会議

を終わります。ありがとうございました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お名前・家族構成  

森宏 63 才、妻由実 62 才と同居。近くに 1 年生になった 6 才の孫娘が住んで

いて、毎週日曜日に自転車乗りの練習に付き合っていたら、ついに 7月 26日乗

れるようになりました。 

趣味をお持ちでしたらお聞かせください  

10年間やっていたトライアスロンは、体をいたわり封印。 

ゴルフは 30 才台から始めていて、トライアスロンをやらなくなったので、機会は増

えました。 

引き続きお誘い下さい。 

巣ごもり生活は、どうお過ごしでしたか？  

昨年心臓発作で入院して以来、ノンアル生活を貫いていたので、家飲みでアルコ

ールを飲み過ぎることもなく、家で体幹中心に筋トレも定期的に行っており、体調

は極めて良好。 

東京、静岡にいる娘達とは、Skypeでオンラインお茶会という、新しい試みをしまし

た。交通費が節約できてメリットあり。 

入会のきっかけ＆思い出  

元三之町病院の理事長で、三条北ロータリークラブメンバーだった山本賢先生から、私が病院長になったのを

きっかけに、2012年引き継いで入会。 

1番の思い出は、まず親睦委員になってナース服を用意して企画した宴会の余興かな😁 

メンバーへメッセージ   

コロナの時代の新しい生活様式、Sustainabilityのある New Normalの確立が言われています。正しく恐れ、

感染拡大防止と社会経済活動の両立を実現できる新しい社会を、ロータリアンの経験と知恵も活かして、実現

していきましょう。 

Hiroshi 

Mori 
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行事予定（第４分区内ＲＣ） 
 

★上記以外ＲＣ 火曜日 分水・田上あじさい 木曜日 見附・巻 

 

記帳受付 ９日(月) 三条南 RC 三条信用金庫本店 

１８日(水) 三 条 RC 三条信用金庫本店 

１９日(木) 加 茂 RC 加茂市産業センター 

２０日(金) 吉 田 RC 燕市吉田産業会館 （10：00～15：00） 

２４日(火) 分 水 RC 大栄信用組合本店 1F（11：00～14：00） 

２５日(水) 三 条 RC 三条信用金庫本店 

３０日(月) 三条南 RC 三条信用金庫本店 

地区予定 １０月 ６日 地区大会記念親睦ゴルフ大会 日本海カントリークラブ 

２０２１年  ３月１３日 高尾年度ＰＥＴＳ ANAクラウンプラザホテル 

３月２０日 第４分区Ｉ・Ｍ 燕市吉田産業会館 

  ４月１８日 地区大会 新発田市カルチャーセンター 

５月２２日 地区研修・協議会 ANAクラウンプラザホテル 

日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3 4 5 6 7 
  三条南 RC 三条北 RC 三条 RC 三条東 RC 吉田 RC   

  ｢第一例会｣ 

 

休会(文化の日) ｢卓話｣ 

2019-20年度派遣 

地区奨学生 

高橋映華さん 

｢会員卓話｣ 

石田大介会員 

燕 RC米山奨学生卓話 

加茂 RC｢会員卓話｣ 

齋藤淳会員 

通常例会 

会場変更 

(燕市吉田産業

会館) 

 

8 9 10 11 12 13 14 
  三条南 RC 三条北 RC 三条 RC 三条東 RC 吉田 RC  

  ｢職場例会｣ 

㈱マルト長谷川

工作所様 

｢職場紹介｣ 

武田恒夫会員 

｢財団月間｣ 

地区ロータリー 

財団委員様 

｢会員卓話｣ 

遠藤和秀会員 

燕 RC｢クラブフォーラム｣ 

加茂 RC｢会員卓話｣ 

山口昇会員 

｢会員卓話｣ 

井上重孝会員 

 

15 16 17 18 19 20 21 
  三条南 RC 三条北 RC 三条 RC 三条東 RC 吉田 RC   

社会奉仕事業 

｢超音波洗浄機寄贈

及び口腔衛生講習｣ 

｢Ｒ財団月間｣ 

｢職場紹介｣ 

地区Ｒ財団委員 

大竹賢一様(三条東) 

佐藤秀一会員 

17日～18日 

｢親睦旅行｣ 

｢クラブフォーラム｣ 

燕 RC｢外部卓話｣ 

加茂 RC｢夜例会｣ 

夜例会  

22 23 24 25 26 27 28 
  三条南 RC 三条北 RC 三条 RC 三条東 RC 吉田 RC    
  休会 

(勤労感謝の日) 

｢職場紹介｣ 

岡田大介会員 

休会 ｢外部卓話｣ 

燕 RC｢外部卓話｣ 

加茂 RC｢Ｒ財団月間」  

休会 

29 30       
三条南 RC   燕 RC 燕 RC   
休会    19日 

新潟県議会議長 

桜井甚一様  

26日 ㈱新潟 

ﾌﾟﾛﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 

社長 小菅学様 

11 月 


