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／会長挨拶 ：石黒隆夫会長                 
 

  皆さんこんにちは。第７分区

の頸北ロータリークラブがこの 6

月末をもって解散することとなり

ました。頸北ロータリークラブは

今年 40 周年を迎え IM を開催して

います。私のロータリー歴の中で

地区内のクラブ解散はなかったと

思いますのでとても驚きました。 

 先週の土曜日は吉田ロータリークラブによる IM

が会長のみの出席で開催されました。テーマは「わ

がクラブのこの一年間の活動とこれからのロータ

リーのあり方」でした。後日その内容が載ったプロ 

グラムが配布される予定です。１点印象的だったのが田上あじさいクラブは会員数が少ない特典として

今年度１回も例会を休まなかったそうです。 

今日が例会での会長挨拶の最後となると思いますが最後に私の趣味の演奏会の宣伝をさせていただ

きます。来週の日曜日にりゅーとぴあコンサートホールで新潟交響楽団第 106回定期演奏会が開催され

ます。曲目はウェーバーの魔弾の射手、リストの前奏曲、シューマンの交響曲第３番です。曲の説明は

しませんがシューマンについて少しお話ししたいと思います。シューマンの妻クララはピアニスト、弟

子は交響曲ではシューマンより人気のあるブラームスです。このブラームスが１５歳年上のクララに恋

をするというドラマになりそうな構図なのです。シューマンが精神を病み自殺未遂や入退院を繰り返す

中ブラームスは、クララの演奏会に同行するなど献身的にサポートします。ある年のクララの誕生日に

ブラームスは９小節の歌詞付きの曲をプレゼントします。その旋律はブラームスが最初に書いた交響曲

第１番の四楽章の冒頭部に使用されています。こんなエピソードを知るとクラシックコンサートに行っ

ても退屈しないと思いますので興味なある方はいかがでしょうか、ご来場をお待ちしております。 
 

／幹 事 報 告： 本田芳久幹事                                             

・ロータリーの友事務所より、 

｢ロータリー日本 100年史｣の発刊の 

お知らせ。 

  価格：1セット 6,600円  

購入ご希望の方は事務局まで。 

 

 

例会日 ２０２１．６．２２  №１６２８ 

 

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

◆本 日 の 行 事： ｢今年度を振り返って｣ 

◆本 日 の 出 席：５９名中３７名 

◆先々回の出席率：５６名中４８名 81.36％ 

（前年同期 74.14％） 

◆先週のメークアップ(敬称略)：  

6/19 第４分区ＩＭ 

石黒隆夫、外山晴一 

 

＊本日の配布書類等 

・ガバナー月信 6 月号(閲覧) 

・週報 No.１６２７ 

｢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 ｣  

●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 

 No.40
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現・次年度合同 役員理事会議事録  

開催日時 令和 3年 6月 22日（火）11：00～12：00 

開催場所 三条ロイヤルホテル 

出席者 

出席数 22名（委任状 5名） / 23名  

石黒隆夫、石川一昭、丸山 勝、本田芳久、中原尚彦、外山裕一、渕岡 茂、佐藤義英 

渡辺 徹、渋谷義徳、羽賀一真、森 宏、吉田文彦、福岡信行、岡田大介、松山浩仁 

石川友意、花井知之、田口実仁佳、高橋研一、武田恒夫、齋藤孝之輔 

協議事項 協議結果 

1. 石黒年度決算報告の件  承認 

2. 石川年度予算案の件  承認 

3. 石川年度行事予定の件  承認 

4. その他 三条市より名簿提供のお願いについて 市内クラブの対応参考に。 

継続 

  次年度出席表彰について ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ 80％出席も対象。委員会へ一任。 

  第 4分区よりガバナー選出について 次回理事会継続 

  感染症影響による会員支援について 次年度職業奉仕委員会主体で対応 

  7月からの例会会食について 一週間後の状況をみて判断 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

石黒 隆夫 君 1年間大変お世話になりました。 

中原 尚彦 君 今年度、一年間ありがとうございました。 

星野 義男 君 ロータリー財団に協力します。 

渕岡 茂 君 1年を振り返りＢＯＸに協力。 

渋谷 義徳 君 財団に協力します。 

早川 瀧雄 君 ロータリー財団も佐藤委員長の代わりに下半期務めさせていただきました。 

ありがとうございました。 

石黒 隆夫 君 1年間大変お世話になりました。石川年度もよろしくお願い致します。 

中原 尚彦 君 今年度、一年間ありがとうございました。 

本間建雄美 君 米山ＢＯＸに協力。 

渕岡 茂 君 1年を振り返り、ＢＯＸに協力。 

米山 忠俊 君 ボックスに協力。 

吉田 文彦 君 米山奨学会に協力します。来年度 米山です。よろしくお願いします。 

石黒 隆夫 君 1年間クラブ運営にご協力いただき誠にありがとうございました。 

本田 芳久 君 ＢＯＸに協力です。皆さん一年間ありがとうございました。 

齋藤孝之輔 君 北ロータリアンの知らない世界、今回で最終回となりました。 

ご協力いただいた皆様ありがとうございました。楽しんでいただけましたか？ 

渕岡 茂 君 会長・幹事・ＳＡＡ、1年間大変御苦労様でした。益々の御活躍を祈ります。 
 

石川 一昭 君 今年度の会長・幹事・ＳＡＡの皆様、大変御苦労様です。感謝!! 感謝!! 

森  宏 君 コロナ  ゼロが続くことを祈って。 

羽賀 一真 君 先日日曜日、久しぶりに娘と一緒にピアノ発表会出演しました。僕は下手なうえに本番に

弱く、自分では決して満足な演奏ではなかったのですが、それでも表現力だけは見に来て

くれた家族や観客には伝わったらしく感動したよと言ってもらって嬉しかったです。 

田口実仁佳 君 協力します！ 7月 4日にワクチン 1回目うちます！ 

福岡 信行 君 協力します。 

２２日現在累計  ３１９，０００円 

ロータリー財団 BOX 

２２日現在累計  ２５８，０００円 

米 山 奨 学 B O X  

２２日現在累計 １，０４１，０００円 

ス マ イ ル B O X  

B O X  
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本 日 の行 事 ： ｢今年度を振り返って｣                                       

石黒隆夫会長 

皆さん、1年間大変お世話にな

りました。この新型ウィルス感染

状況でも出席率が落ちることな

く例会に参加していただき誠に

ありがとうございました。また、

本田幹事をはじめ大きな影響がある業種の皆さん

もいつもと変わらず活動していただいたことに重

ねて感謝申し上げます。そして、一番ホッとしてい

る事は会員に感染者が出なかったことです。これ

は、皆さんの感染予防対策と誰が感染してもおかし

くない状況での運の良かったことと思います。 

 1 年を振り返ってという事ですので繰り返しに

なりますがよろしくお願い致します。まず、組織に

関して委員長は未経験の方、副委員長には委員長

経験者にお願いしました。そして、テーマに関して

は「親睦を深めよう」で良かったと思います。ロー

タリー活動の中で新型ウィルス感染による一番影

響のある部分が親睦です。ことごとく夜例会は中

止、会食もできませんでしたので親睦を深めると

いうより浅くならないようにと考えていました。

卓話での職場紹介、週報での北ロータリアンの知

らない世界で少しは補えたのではと思います。 

 PETS と地区研修協議会は DVD による研修とレポ

ート提出、ファイヤーサイドミーティングは書面

という残念な形となってしまいました。地区大会

はオンラインで IMは会長のみの参加で 3日前に終

わったばかりです。 

 社会奉仕に関しては、この新型ウィルス感染に

対応し補助金制度の改正も伴ってとても上手くい

きました。まず、寄付が補助対象になりましたので

今までやってきた人を大勢集める企画を変更する

ことができました。三条市が市内小中学校に各1台

しか配布できなかった同じ機種の非接触型温度計

を各 2 台寄付する事ができ、その贈呈式を校長会

で行い新聞に大きく掲載されロータリークラブの

広報活動にも貢献できました。補助金の金額は地

区内最高額の$4,000 でした。これは、3 年前のロ

ータリー財団への寄付額から算出しますので渋谷

年度の実績です。当時の幹事は私でロータリー財

団の委員長が石川一昭さん副委員長が岡田大介さ

んの黄金コンビでした。この二人が集めたお金を

私の年度で補助金としてもらい現在二人の担当す

るスマイルボックスの資金を使わず石川年度に繰

り越すというクラブ内で無駄なくお金を回すこと

が出来たことになります。  

 公式訪問も石川さん作成によるガバナー似顔絵

が好評でリラックスした雰囲気で開催されガバナ

ー月信にも採用されました。 

 例会の会長挨拶は短めにと思い個人的な話はな

るべく抑えてきましたが皆さんに役立つ情報を何

回かお話ししました。ガジェット好きな私の話と

してハイブリッドキーボードやアップルウオッチ

の進化による血中酸素濃度や心電図の測定、マス

クをしたままスマートフォンのロック解除、イヤ

ーフォンのノイズキャンセリング機能などを紹介

しました。今日は今まで紹介できなかった会長に

なってから購入して皆さんにお勧めできる物を紹

介したいと思います。1つは今日持参しましたこれ

は、名刺より小さくて重さは 57g しかない現在ノ

ートパソコンに使っている充電器です。以前は専

用のもので 250gくらいありましたから出張にはと

ても重宝しますしスマートフォンの充電にも使え

ます。次に持参はできませんが昨年からスティホ

ームという事で自宅用にエルゴヒューマンのビジ

ネスチェアを元会員の浅間家具さんから購入しま

した。特に座り心地がいいわけではないのですが

メッシュタイプで夏は暑くなく、特にいいところ

 

 

落合 益夫 

 

 

君 

 

 

ＢＯＸに協力。 

田中耕太郎 君 ＢＯＸに協力。 

佐藤 義英 君 ＢＯＸに協力!! 

丸山 勝 君 ＢＯＸに協力。 

石川 友意 君 石黒会長、本田幹事、中原ＳＡＡ、1年間ありがとうございました。 

外山 裕一 君 ＢＯＸに協力。 

岡田 大介 君 協力。 
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が肘掛の高さと向きが自由に調整できて肘掛の下

に格納されているサイドテーブルをセットしてノ

ートパソコンを置くと机無しでとても楽な姿勢で

キーボードを打つことが出来ます。疲れれば座面

の下からオットマンが出ますのでリクライニング

して休めます。車関連で良かったものはサンシェ

ードです。ロールカーテン式ですので保管の必要

がなく使用後はボタン一つで収納されるのでいつ

でも気軽に使用できます。 

 次に私の健康法を２つ紹介します。１つは１６

時間絶食法です。１日の内に何も食べない時間を

毎日１６時間作るのですが、私の場合夜８時から

翌日の昼１２時まで何も食べないようにしていま

す。約一年間続けていますが健康になったかどう

かは分かりませんが７kg の減量が自然にできまし

た。２つ目はシャンプーを使わない事です。湯シャ

ンといってお湯だけで髪の毛を洗う事ですが半年

間実践してとてもいいです。まず枕が臭くなりま

せんし抜け毛が減り髪の毛が太くなり立つように

なりました。シャンプーに含まれる界面活性剤が

根こそぎ頭皮の油分その他を取り去るので体は反

応して必要以上に油分などの分泌液を出すためだ

と思います。シャンプーを使った時の爽快感はあ

りませんがドライヤーをかけると髪はサラサラで

劣化する速度も遅いです。体も石鹼を使いません

が以前より垢は出ません。今まで出ていた垢の殆

どが石鹸の残りカスだったと思います。信じられ

ないかもしれませんが福山雅治やタモリも実践し

ていますので是非やってみてください。 

 最後に今年度一番嬉しかったことは会員増強に

関して今年度はマイナス４人で終わるところでし

たが渡辺委員長と斎藤さんの働きで３名の入会を

実現したことです。結果数字的にはマイナス１で

すが若い 40 代３名の入会はプラス３の実感です。

本当にありがとうございました。 

 

本田芳久幹事 

石黒会長が大方、一年を振り返っ

て下さったので、私からは一年の

感謝の言葉しかございません。 

 人前で話す事が一番の苦手だ

った私に、幹事など務まるのか

と心配でしたが、石黒さん・中原さんにユーモア

を交えながらお二人に支えて頂き、楽しく幹事と

して一年を終える事ができました。本当にお二人

には感謝してやみません。 

 又、拙い幹事を常に許容して頂いたメンバー全

員の方々へも感謝しております。 

 本当にありがとうございました。 

 又、個人的には本当につらく、どうすることも

出来ない一年半でした。これからも続くでしょう。 

 我々、飲食店は「職業奉仕の機会」を完全に奪

われてしまいました。 

 少しも事実に基づかない、非科学的で、「気合

いだ！気合いだ！」の精神論の如き感染症対策。 

未知のものに対して最初は、「トライ＆エラー」

で行くのは仕方ありませんが、一向に成果を上げ

られないならば、考え方・対策の方針を変えてい

かなければならないのに、一年半にも及ぶ集まっ

ているはずのデータも公表せず、上手くいってい

ないのは、国民の意識の低さであり、緩みによる

ものだとし、責任転嫁する国と全国の知事達。マ

スコミといい加減な専門家によって国民の頭はす

っかり「コロナ脳」にされてしまいました。二年

前のニュートラルな考え方に立ち返らなければな

りません。 

 私達はいつまで持ちこたえられるかわかりませ

んが、今後は声を上げて行こうと考えています。 

 

中原尚彦ＳＡＡ 

一年間を振り返ってという

事ですが、振り返ってもコロナ

しかありませんでした。 

例会は円卓ではなくスクー

ル形式。外部卓話は最初にちょ

っとありましたが、今年に入ってからは 1 回きり

でした。会員の皆さんの企業紹介をお聞きする機

会がたくさんあった一年でした。 

 ロイヤルホテルさんもコロナ対策の設備投資を

されましたし、アクリル板などご寄付もあり、一

年前にはなかったものが置かれ、コロナ感染防止

という事で様子が変わりました。夜例会は基本的

に中止、折箱の持帰りとなり、夜各自でやって下

さいという夜例会スタイルになりました。昼の例
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会についてもお弁当の持帰りの例会になり、コロ

ナだらけの一年間でした。 

私自身としては、ひとの前で話すのも苦手です

し不慣れだと思っており、最初は緊張と自分自身

の活舌の悪さを気にしておりました。 

石黒会長はわかりやすい話をされるのですが、

時々自分を出しながら会長挨拶をされ、本田幹事

については淡々と漏れのない幹事報告をされまし

た。そんな会長幹事に支えられてＳＡＡを務めさ

せていただきました。 

最後に、皆さんには一年間お付き合いを頂きま

してありがとうございました。年が明けますと花

井さんがＳＡＡをされます。経験されていない方

もいらっしゃると思いますが、ＳＡＡはそんなに

難しくありません。 

それから、一年を振り返っての話ではないので

すが、地区の米山奨学委員会の役をさせてもらっ

ていますが、先週の土曜日(19日)に新潟市で運営

会議と奨学生の歓迎会に参加して来ました。米山

奨学委員は会場に集まりましたが、奨学生は皆さ

ん Zoomでの参加になりました。当クラブの奨学生

サボー,ペーテル君は、まだハンガリーにいるので

すが、ハンガリーから参加していました。日本語

はとても上手で明るい感じの青年でした。新潟に

来れる時期がまだ決まっていないという事ですが、

次年度から奨学生として向かい入れることになり

ます。 

とりとめのない話で申し訳ございませんが、一

年間本当にありがとうございました。

 

 

皆様いかがでしょうか。 最近 38 度まで上がれ

るほど暑いブダペストのサボー・ペーテルです。

ハンガリーはウイルスの深刻な第三波を乗り越え

そうですが、今は夏という新しい敵が現れました。 

新潟の方が涼しいと思いますが、念のために皆様

に水とたくさん飲んで、気を付けてほしい。 

本日は研究について少し伝えていきたいと思い

ます。実は、もともと研究してみたいと思ったテ

ーマは「ハンガリーの商品と料理の日本での認知

度を活性化させるマーケティング戦略」でした 。

しかし、やはりハンガリーは有名な商品と料理が

それほど多くないし、有名なものは日本で既に販

売されているし（ 例えば渋谷にいた時、スーパー

の棚に Tokaji ワイン を発見しました。そのよう

なマーケティング戦略はおそらく研究しにくくて、

意味もないかもしれません。その代わり、学期が

開始して以来、新しいアイデアを考えて、事業計

画書の作成を思いつきました。新しいアイデアは

日本語学習者向けのオンラインプラットフォーム

をスタートすることです。その背景には、次の経

験があります。大学生時代に分かってきたのは、

日本学科は熱心な学生に留学・就職・奨学金など

いろいろなチャンスを与えている機関です。しか

し、大学の授業に積極的に出席して頑張っても、

高水準の日本語力かつ実践的な知識はなかなか取

得できません。しかも、大学を卒業する時には日

本に行ったことが無くて日本語能力試験のＮ２レ

ベル（難しさは上から二位）さえ合格できていな

い学生が意外と多いです。大学の３年間はもった

いなくなりますよね。これがピンチだと思います。

問題対策を思いつけると、他の困っている日本語

学習者の仲間を助けながら、成果をあげるビジネ

スも創造できるはずだと思います。考えているの

は日本語だけではなく、例えば日本での就職の際

に役に立てる他のスキルのオンライン講演を提供

するオンラインプラットフォームの作成です。 

日本語以外は例えば、簿記の３級のコースです

ね。日本語のコースは日本語能力試験の N３レベ

ルに合格した人を対象にするつもりです。問題種

類は欧米の学習者にとって日常生活でそれほど使

われていないが日本語能力試験によく出ている文

法そして形が似ている漢字を中心に欧米人にとっ

て複雑で覚えにくい練習問題をしたいです。まだ

少しおおざっぱなアイデアですが、プラットフォ

ームの差別化、説得力、そしてサービスの詳細に

ついて最近よく考えています。 

しかし、正直に言うとその計画を諦めて他のテ

ーマに変える可能性もありますね。なぜかという

と、上記に説明していた事業計画はどれほど実現

しにくいか、実現しやすいか、そしてそのような

プラットフォームは意味があるか否か、まだ検討

中だからです。春学期は秋から真剣に研究したい

テーマを考えるプレゼミという時期ですので、最

終的な研究テーマが決まっていなくて進路はまだ

探していますね。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

三条北 RC 米山記念奨学生 サボー,ペーテル君（ハンガリー）  6月報告書より 
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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   

日 月 火 水 木 金 土 

    1 2 3 
     三条東 RC  吉田 RC   

     ｢新年度会長挨拶｣ 

燕 RCクラブ休会 

加茂 RC 

｢新年度基本方針｣ 

巻 RC通常例会 

｢クラブ協議会｣ 

 

 

4 5 ６ 7 8 9 10 
  三条南 RC 三条北 RC 三条 RC 三条東 RC 吉田 RC  

  ｢クラブフォーラム｣ 

平松修之会長 

｢今年度方針発表｣ 

石川一昭会長  

｢クラブ 

アッセンブリー｣ 

歸山肇会長 

｢外部卓話｣三条北 RC 

石川一昭会長 

燕 RC｢新年度会長

方針発表｣ 

加茂 RC 

｢新年度運営方針｣ 

巻 RC通常例会 

｢会員卓話｣ 

宮嶋正治会員  

 

11 12 １３ 14 15 16 17 
  三条南 RC 三条北 RC 三条 RC 三条東 RC  吉田 RC   

｢公式訪問事前訪問｣  

第 4分区外山晴

一ガバナー補佐 

｢今年度方針発表｣ 

委員長  

｢公式訪問事前訪問｣  

第 4分区外山晴一

ガバナー補佐 

｢外部卓話｣ 

燕 RC｢クラブ事

業計画の発表｣ 

加茂 RC 

｢新年度運営方針｣ 

巻 RC通常例会 

クラブ休会 
  

 

18 19 ２０ 21 22 23 24 
  三条南 RC 三条北 RC 三条 RC 三条東 RC   吉田 RC    
  ｢高尾茂典ガバナー

公式訪問｣(ｵﾝﾗｲﾝ) 

｢職場紹介｣ 

渋谷義徳会員 

｢高尾茂典ガバナ

ー公式訪問｣ 

燕 RC 加茂 RC  

巻 RC  休会 

クラブ休会 

25 26 ２７ 28 29 30 31  
三条南 RC 三条北 RC 三条 RC 三条東 RC  吉田 RC   
クラブ休会  クラブ休会 ｢会員卓話｣ ｢会員増強ﾌｫｰﾗﾑ｣  

燕 RC｢外部卓話｣ 

加茂 RC 

｢新旧役員交歓会｣ 

巻 RC休会 

｢会員卓話｣ 

梨本勝会員 

 

 

 １６日(金) 吉 田 RC 燕市吉田産業会館（10：00～15：00） 

 １９日(月) 三条南 RC 三条信用金庫本店 

 ２１日(水) 三 条 RC 三条信用金庫本店 

 ２６日(月) 三条南 RC 三条信用金庫本店 

 ２７日(火) 分 水 RC 新潟大栄信用組合本店（11：00～14：00） 

 ２９日(木) 加 茂 RC 加茂市産業センター 

 ９月 ７日 地区大会記念親睦ゴルフ大会 フォレストカントリー倶楽部 

 ９月２１日 高尾茂典ガバナー公式訪問 三条ロイヤルホテル 

９月２５日 第４分区Ｉ・Ｍ ジオ・ワールドＶＩＰ 

7月 


