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三条北ロータリークラブ週報
シ ェ カ ール ・ メー タ RI 会 長 「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」
第 2560 地区：高尾茂典ガバナー「ロータリーを学び、ロータリーを広げよう。｣
ち か ら
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三 条 北 R C ： 石 川 一 昭 会 長 「 今 こ そ 見 せ よ う ロ ー タ リ ー の 底 力 を ！ 」 No.

会長：石川一昭 幹事：岡田大介 ＳＡＡ：花井知之
１２：３０～１３：３０ ●例会場：三条ロイヤルホテル ℡ 0256-34-8111

●例会日：火曜日

会長挨拶：石川一昭 会長

◆本日の行事：
「第２回クラブ戦略会議」

みなさん今日は！ 一昨日選挙も終
わりいよいよ年末に向かって令和三
◆先々回の出席率：５８名中４６名 79.31％
年もあと２ケ月となりました。例年で
（前年同期 84.75％）
すと弥彦の菊祭りが始まり、地元では
◆先週のメークアップ(敬称略)：
おとり越しが始まる季節です。いつも
ですとあられやみぞれが降って寒い
10/26 クラブ戦略会議委員会
季節になるのですが、それもここ数年
石川一昭、渕岡 茂、外山裕一
暖冬であまり寒さを感じることがないように思いま
金子太一郎、森 宏、松山浩仁
す。今イギリスでは COP26 が開かれて地球温暖化対
策の強化に向けた会議が開かれております。世界の
大橋桂子
廃棄ガス最大放出国の中国などが先頭に立って世界
10/28 三条東ＲＣ 外山晴一、石川一昭
をけん引しなければならないと思うのですが、中国
11/1 三条南ＲＣ 田中耕太郎
のしたたかさには困ったものです。これはあくまで
も私見ですが、中国国内に災害等が多発しないとわ
からないのかなと思います！
＊本日の配布書類等
2018 年当時 15 歳のスウエーデン環境保護活動家
・ガバナー月信１１月号(閲覧)
「グレタ・トゥ－ンベリさん」が 190 カ国の代表の
・週報 No.１６４３
前で行った演説はあまりにも有名です。「あなた方
は、自分の子供たちを誰よりも愛していると言いな
・クラブ満足度調査
がら、その目の前で、子供たちの未来を奪ってます」
と言った言葉が多くの大人に刺激を与えました。
我々もできることを身近な所から実施しましょう！
また、今日は第二回クラブ戦略会議です昨年の石黒年度でも代表者が発言されました。3～5 年後に向
けてクラブの活性化を行って行くために開催されるクラブ戦略会議です。今回はその続きとして、皆様
からアンケートを記入して頂き戦略委員会で集計し、次回皆様に発表したいと考えます。今日は戦略委
員の三名の皆様からアンケートに従いまして意見を述べて頂きます。とりあえず第二回の会議を開催し
たいと思います。戦略会議メンバーには「渕岡茂、渋谷義徳、外山裕一、石黒隆夫、金子太一郎、松山浩
仁、森宏、羽賀一真、大橋桂子、石川一昭」10 名で構成され、今後このメンバーで進めて行きたいと思
います。
◆本

日 の 出 席：５８名中３６名

幹事報告：岡田大介 幹事
・高尾ガバナーより、｢2021-22 年度地区大会記念ゴルフ大会開催日決定のお知らせ｣
開催日：2022 年 4 月 12 日(火) 会場：フォレストカントリー倶楽部
・第 50 回ロータリー研究会より、
｢第 50 回ロータリー研究会 記念講演会オンライン視聴のご案内｣
日時：12 月 8 日(水)15：00～16：45 ｢ポストコロナの生命哲学｣福岡伸一氏
・三条市立大学より、｢知的ものづくりセミナーのご案内｣
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
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ＨＰ：http://www.sanjo-nrc.org

第 5 回 役員理事会議事 録
開催日時 令和 3 年 11 月 2 日（火）11：30～12：30
開催場所 三条ロイヤルホテル
出席数 １６名（委任状 ４名）/１６名
出席者
石川一昭、松山浩仁、佐藤義英、岡田大介、石川友意、花井知之、石黒隆夫、福岡信行
丸山 勝、田口実仁佳、高橋研一、早川瀧雄、齋藤孝之輔、渡辺 徹、武田恒夫、森 宏
協議事項
協議結果
1. 指名委員会報告（2023-2024 年度会長推薦）
報告の通り承認
承認
2. ＩＭ開催日程の件
開催日：2022 年 5 月 7 日(土)
承認
会場： ジオ・ワールドＶＩＰ
開催形式：未定
3. ｢晩秋夜例会｣企画案の件
日時：11 月 30 日(火)18：30～
承認
会場：餞心亭おゝ乃
会費：2000 円(懇親会参加者)
開催形式：円卓
例会場形式(テーブル)について
4.
9 日より円卓(1 テーブル 5 名)
承認
5. 退会届の件
中原尚彦会員の退会
承認
6. ｢ロータリー奉仕デー｣の件
賛同しない
承認
7. 骨髄バンク命のアサガオにいがた寄付の件
例年通り 1 口 10,000 円協力
承認
8. その他
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ロータリー財団 BOX
１１月２日現在累計

１６７，０００円

石川 一昭 君 今月はロータリー財団月間です。皆様のご協力をお願い致します。
日頃の羽賀財団委員長に感謝して。
星野 義男 君 第 2 回クラブ戦略会議の発表に感謝して!!
渋谷 義徳 君 ＢＯＸに協力します。
米山 忠俊 君 財団に協力
羽賀 一真 君 今日は一番下の娘の 11 歳の誕生日です。小さい頃は「お父さんと結婚する」と言って
いてくれた娘も最近はすっかり父親離れしてしまって寂しいです。その代わりに一番
上の高校生の娘が最近は父親離れから戻って来てくれてよく話しかけてくれるように
なったので嬉しいです。

米 山 奨 学 BOX
１１月２日現在累計

９７，０００円

石黒 隆夫 君 第 2560 地区 地区諮問委員会へ出席してきました。ビビリました。
吉田 文彦 君 いよいよ 11 月です。私は根っからの“心配性”なのでこの週末に
スタッドレスに交換します。みなさんは降ってからですか？
・・・追伸 月岡の遊水池に白鳥が来始めました。みなさんも一度行ってみて下さい。
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１１月２日現在累計

３９６，０００円

茂

君 弊社 11 月から第 69 期スタートしました。コロナ禍での 2 年目ですが、
そろそろ景気回復を願いつつ、営業努力して参ります。
石川 一昭 君 本日の戦略会議の発表に感謝して。
森
宏
君 インフルエンザワクチン接種開始しましたがワクチンの入荷数少なく、
当院かかりつけの方のみ早い者勝ちです。
齋藤孝之輔君 この前の日曜日、三条市民体育祭 弓道の部に参加出場して来ました。
この年にして初めての武道と初めての大会の緊張感につつまれ感無量でした。
落合 益夫 君 ＢＯＸに協力。
佐藤 義英 君 ＢＯＸに協力!!
石川 友意 君 ＢＯＸに協力!!
外山 裕一 君 ＢＯＸに協力。
石丸 進 君 ＢＯＸに協力します。
田中耕太郎君 ＢＯＸに協力です。
金子太一郎君 本日の例会、渕岡さん、外山さん、松山さん、石川会長、よろしくお願いします。

本日の行事 ： 第 2 回クラブ戦略会議
渕岡

茂

パスト会長

亡き中條耕二パストガバナー、
梨本清一元会員に誘われて入会
しました。「旅にばかり行かない
で、たまには地元の経営者が集ま
るお昼の会に参加して、ご飯でも
食べて語りましょう」一発回答はできませんでし
たが、会社幹部に相談し、翌日入会手続きを済ませ
ました。取合えず、チャーターメンバーで今に至っ
ています。当時 33 歳でした。
入会当初は出張業務が多忙で、例会出席もまま
ならず、幽霊会員としてしばらくは出席率を下げ
る会員でした。時に、平成 2 年 11 月弊社は見附市
今町工業団地に新社屋完成、併せて社名を渕岡砥
石株式会社から株式会社フチオカに変更し、新た
なスタートを切りました。
ところが平成６年以降バブル崩壊、北海道拓殖
銀行など金融機関が破綻した時代、当社において
も北海道支店が厳しい環境が強いられることとな
りました。5 か年売上計画も修正を強いられ、新社
屋建設資金の返済の資金繰りにも悩まされました。
（40 歳のころです）
このころから、気持ちを切替え例会に参加。会員

外山裕一

各社、人生経験豊かな先輩諸氏の皆さんの例会参
加の時の様子が、
“平常心で笑顔も絶やさずにいら
れるところに大変勇気づけられた”ことを思い起
こします。
今年度、石川会長は 4 項目を掲げられ、一つに
「事業を承継した若い会員を募ろう」とうたって
おられます。
日本経済新聞 10 月 22 日付の一面を使い
「地球の課題、今、解決へ若い力と」
国際ロータリー理事 辰野克彦氏
日本のロータリークラブは昨年、
創立 100 年を迎えました。・・・
とあります。
三条北ロータリークラブの若くして事業承継され、
新入会員となられた方々が地域に対して、三条北
ロータリークラブの前向きで、将来を担う若人の
事を考えて活動している。ときに苦難にも遭遇す
る事があります。解決手段として例会に参加し悩
みをクリアーすることが可能。そのことを大いに
伝えていただく。予測できず、より一層変化を求め
られる時代を生き抜く若手経営者の参加を呼びか
ける一番の手段です。

パスト会長

この 12 月で入会して 17 年経ち
ます。入会当初は出席率 10％以下
でした。当時は 50％以下の会員に
はアンケートが配られ、出席率を
指摘されるとクラブを辞めなきゃ
いけないんで・・と返答した覚えがあります。30 代
で入会させてもらいましたが、仕事が第一で、火曜
日の昼は第 3 第 4 となり委員長やＳＡＡを務めた
年度は出席率が上がりますが、そうでない時は下
がる状態でした。近年は私が動かなくても会社の

仕事が回るようになり火曜のお昼はクラブが第一
となりました。やっと出席できるようになったか
なと思っています。
石川会長からのアンケートで「今のクラブの現
状はどうですか？クラブの長所・短所」とあります
が、三条市内のクラブを訪問した事がないのです
が、例えば今日のＢＯＸ報告の時の様な冗談を言
える雰囲気なのか、そうでないのかという事があ
ります。私が会長の年に親睦旅行で京都のロータ
リークラブを訪問しました。当クラブとは違い由
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緒あり厳かな雰囲気でした。コロナ禍の今は難し
いかもしれませんが、当クラブも年に 1 回は親睦
旅行を企画して他クラブを訪問することは凄くい
い事だと思います。東京には大きなクラブもあり、
驚くような方が入会しているクラブもあります。
新入会員の皆さんもチャンスがあれば他クラブを
見ることで、当クラブの長所が見えてくると思い
ます。次に短所と言いますか、私の思いもあります
が、これから役員理事を決めていくにあたり新入
会員の皆さんにＳＡＡや幹事を早い段階で経験し
ていただき、会長になるべく資格を得る様にして
いってもらいたいと思っています。
｢クラブは何を目指しているか｣という問いがあ
りますが、実際私もわかりません。自分のお金がワ
クチンなどで貧しい方達を救えればいいのかなと
思っています。
｢これからのロータリーのあるべき姿｣はあまり

松山浩仁

会長エレクト

お二人のパスト会長からクラ
ブの中長期ビジョンをお話しい
ただきましたが、エレクトの私に
は荷が重い感じがします。前もお
話ししましたが 20 代で京都に行
き 50 代で戻り、知り合いも少ない中の金子さんの
お誘いをお断りし、その後中條さんに誘われ断り
切れず 2015 年入会させていただきました。入会時
会員名簿を見て、三条には 4 クラブあることを知
り、三条 53 名・南 50 名・東 35 名・北 65 名、北
クラブが一番多いんだなと思いました。今年度の
名簿を見ますと三条 60 名・南 45 名・東 32 名・北
58 名、一番は三条さんになりました。会員増強は
ずっと続けているわけですが、やみくもに増えれ
ば良いのかと言うとそうでもないような気がして、
外山さんに聞いてみたら 60～70 人位がちょうど良
いんじゃないのということでした。何が良いかと
言うと、行動が起こしやすい、組織しやすい、予算
も立てやすい、といった事でした。
私も戦略委員のアンケートに基づいて話させて
いただきます。長所は北クラブはフレンドリーで
にぎやかなこと。やはり主は奉仕団体ですが、奉仕
の後に打上げがあったり楽しんでクラブ活動をし
ないと、緊張した空気ばかりでは楽しくはないと

石川一昭

にも大き過ぎて私には考えられませんが、クラブ
にはいろんな業種の方がいらっしゃいます。実際
にお仕事で繋がっている方もいらっしゃいますし、
人を繋げていただけるチャンスもあります。人脈
が作れます。入会当初は私の来るような場所じゃ
ないと思いました。大きな会社の会長・社長もいら
っしゃいます。昼の例会ではお話しするチャンス
もないのですが、夜例会で同席することがあれば
話す機会も生まれます。新入会員の方々は今後そ
ういったチャンスを生かし、また他クラブの方々
と話す機会も生かして頂きたいと思います。来年
あたりからいろんな行事が再開すると思います。
ＩＭや地区大会に参加する事で、何となくクラブ
とはどういうものか分かるのではないかと思いま
す。是非新入会員には、だらりと長くやっていただ
ければ存続していくと思います。以上です。

思います。長所と短所は表裏ですが、私は北クラブ
で良かったと思っています。中條さんに誘われ入
会した時に、入会すれば仕事が増えると言って勧
誘はしませんと言われました。人脈が増える中で
ビジネスチャンスを自分で見つけて行くものだと
思います。以前、國定前市長の卓話でも三条市は上
場企業の数が人口比率で東京・大阪についで 3 番
目だと言っていました。4 社のうち 2 社アークラン
ドサカモトさん、オーシャンシステムさんが当ク
ラブ会員企業です。ハーモニックさん・シンワ測定
さん・外山産業さん、最大病床の三之町病院さん、
伝統ある魚長さん・餞心亭おゝ乃さん、ビジネスホ
テルの先駆けロイヤルホテルさん・ワシントンホ
テルさん、唯一無二のＪＡさん・三条新聞さん、総
本山の本成寺さん、本寺小路のエースの胡蝶さん
といった名立たる企業の方々が北クラブにはいら
っしゃいます。その中で人脈を作ることでビジネ
スチャンスは自ずと生まれてくるのではないかと
思います。
ロータリーの目指すところはあくまでも五大奉
仕（クラブ奉仕・職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・
青少年奉仕）です。60～70 人の会員数を維持しな
がら、また女性会員を中心に北クラブの特色を生
かして奉仕を目指していきたいと思います。

会長

私の考えるクラブの未来像、クラ
ブは何を目指しているのかという
ことで、やはり会員同士が楽しく過
ごせる交流の場作りだと思います。
現在、ゴルフ同好会があります。
それと飲み会グループがあります。例えば、クラブ
を活用し、書道部・カラオケ部・釣りクラブや美食
クラブ・アウトドアクラブなど色々作って楽しん
でもらいたいと思います。以前は野球部がありま
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した。部員が高齢化してままならない状況になり
廃部になりましたが、実際その時は楽しかったで
す。応援にはクラブ女性会員が駆けつけてくれま
した。今もユニホームは残っています。そうした様
にクラブの輪が盛り上がって行ければと思っています。
会員増強はもちろん必要ですが、クラブ戦略会
議は一つのカギですから、是非これから、クラブを
活性化することを前提に、北クラブのビジョン、目
指すところへの目標を立てていきたいと思います。

