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荒澤 威彦
こんにちは。今年度はじめての例会です。一年間よろ
しくお願いします。
まずは、梨木さん、杉井さん、入会おめでとうございま
す。
さて、今年度の運営方針の中の、
「オレンジリボン活動」
についてお話したいと思います。オレンジリボン運動は
「子供虐待のない社会の実現」を目指す市民運動です。
オレンジリボンは、そのシンボルマークであり、オレン
ジ色は子どもたちの明るい未来を表しています。昨今の
ニュースで多く耳にする児童虐待。親が子どもの命を絶
つ、こんなことがあっていいんでしょうか。本当に嫌な
気持ちになります。
子どもの虐待防止は、児童相談所や市町村などの公的
機関だけ行えるものではありません。わたしたち一人ひ
とりが「子育てにやさしい社会」を作ることが、子供虐
待の防止に繋がります。子ども虐待防止の活動には、さ
まざまなものがあります。この運動では、賛同される方
が、リボンを付けることで、子ども虐待防止の活動に参
加できます。オレンジリボンは、子育てを温かく見守
り、子育てをお手伝いする意思のあることを示すマーク
です。緊急連絡先「１８９（いち早く）
」を周知させる
活動をやりたいと思います。

◆出席：48 名中 32 名
◆前々回の出席率：90.91％（6/17）
◆先週のメークアップ：▶6/24 三条南 RC へ 坪
井正康君、西巻克郎君、佐々木常行君、渡邊光郎
君、大渓秀夫君、銅冶康之君、松﨑孝史君、草野恒
輔君、池田亜津子さん▶6/25 三条北 RC へ 坪井
正康君、坂本洋司君、佐々木常行君、星野健司君▶
6/26 三条 RC へ 坂本洋司君、名古屋豊君、布施
純也君▶6/27 三条東 RC へ 坂本洋司君、佐々木
常行君▶6/27 燕 RC へ 加藤峰孝君、船久保孝志
君、阿部隆樹君

田代直前会長から
荒澤会長へ

永桶直前幹事から
長谷川幹事へ

◆幹事報告
●国際ロータリー日本事務局クラブ・地区支援室より
2019 年規定審議会「地区に関連する重要な変更」につ
いて【※資料を配布しました】
●大谷光夫ガバナー公式訪問について▶日時：2019 年
7 月 29 日（月）12：30～14：45（クラブ協議会終
了まで）▶会場：三条ロイヤルホテル▶出欠につきまし
て、あらかじめお知らせください【※ご案内を配布しま
した】
●RI2560 地区事務所より
① 訃報：2010-11 年度地区ガバナー 東山 昕也 様
（高田 RC）享年 76 歳▶葬儀は下記のとおり執り行な
われました。
【※三条南 RC より弔電を送付】▶通夜：6
月 29 日（土）午後 6 時 30 分より▶告別式：6 月 30
日（日）午前 11 時より▶場所：直江津セレモニーホー
ルへいあん/上越市石橋 2-2-5▶喪主：東山陽一様（ご
子息）
② 地区会員増強セミナー開催のお知らせ▶日時：2019
年 7 月 20 日（土）13:00～13:30 登録受付▶会場：
上越市・やすね【※荒澤会長出席予定】
●巻ロータリークラブより 創立 30 周年記念式典祝賀
会出席の御礼状（6 月 8 日（土）巻じょんのび館にて。
出席者：田代徳太郎君、永桶俊一君、石山昌宏君、木村
譲君、加藤一芳君）

国際ロータリー会長 マーク・ダニエル・マローニー（米国）
第2560 地区ガバナー 大谷 光夫（高田）
第４分区ガバナー補佐 三本 進一（見附）
会 長
荒澤 威彦
幹 事
長谷川直哉
SAA
名古屋 豊
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😊ニコニコボックス

7/1 15,000 円
荒澤会長「とうとう始まりました。慣れるまで広い心で見守り
ください。一年間よろしくお願いします」
長谷川幹事「いよいよ荒澤年度のスタートです。改めまして皆
様、一年間よろしくお願いします」
永桶君 「今日で肩の荷がおりました。今年度もよろしくお願
いします」
坪井君 「昨日までの役員の皆様、ご苦労様でした。特に田代
さんには大ケガの中お疲れ様でした。新しい荒澤会
長以下幹事役員の皆様の御活躍をお祈りしています」
佐藤君 「荒澤会長年度の船出を祝して BOX に協力」
星野君 「荒澤会長、長谷川幹事、名古屋 SAA、一年間、
ご苦労様です」
野崎君 「荒澤会長、長谷川幹事、名古屋 SAA、一年間お世
話になります。宜しくお願いします」
西潟君 「荒澤さん、長谷川さん、名古屋さん、一年間よろし
くお願いします」
佐々木君「荒澤会長、一年間頑張ってください」
坂井君 「きょうから新役員の方々、ご苦労様です」
銅冶君 「荒澤年度となりました。一年間宜しくお願いします」
大渓君 「荒澤年度を祝して」
木村君 「１年間よろしくお願いします」
渡邊（光）君「BOX に協力します」
田代君「7 月 1 日、月の初日から荒澤会長年度のスタートで
す。荒澤会長、長谷川幹事、名古屋 SAA、ふんばって
下さい。BOX にご協力ありがとうございました。
」

新会員紹介

なしき

み ゆ き

梨木 美裕樹さん

㈲美裕樹プロ 代表取締役
Bar Rustys Second（ラスティーズ・セカンド）
三条市本町 2-5-1 角吾ビル 1F ℡33-1341
趣味： ヨガ、旅、料理

今月の「ロータリーの友」誌より
～毎月第一例会でクラブ会報委員会が、
「ロータリーの友」
誌より注目記事をピックアップしてご紹介します～

（7 月号：桑原朋子クラブ会報委員長）
7 ページより、ＲＩ会長メッセージ、会長のご家
族やひととなりのご紹介があります。また年初恒例
「ガバナーの横顔」コーナーでは、大谷光夫ガバナ
ーのご紹介もされています。ご一読ください。

感謝状
熊倉高志 会員

◆理事役員会報告
～新旧合同理事役員会～
日時：2019 年 7 月 1 日（月）12 時～12 時 20 分
会場：三条信用金庫 3 階ロビー
出席：前年度 16 名中 11 名、新年度 14 名中 11 名
議事１．2018-19 年度決算について ……承認
議事２．グローバル補助金について………承認
議事３．会員退会について
………承認
議事４．お見舞いについて
………承認

ＲＩ2560 地区 2018-19
年度新保清久ロータリー財団
委員長より

表 彰
星野健司 会員

▶ 会員退会：6/30 鈴木圀彦君、金井佐也子さん
▶ 会員入会：7/1 梨木美裕樹さん、杉井旬君
▶ 出席免除：野島廣一郎君（傷病のため）

会計報告

2018-19 年度決算報告
（齋藤嘉一会計）※書面配布しました。ご確認ください
収入の部 11,803,202 円
支出の部 11,542,012 円
繰越残高
261,190 円

委員会報告
親睦・プログラム委員会（木村譲委員長）
荒澤年度親睦例会第一弾！「納涼例会」
下田の奥座敷 越後長野温泉 嵐渓荘 にて開催いたします。
多くの皆様のご参加を 新・親睦プログラム委員会一同、
心よりお待ちしております。
２０１9 年 ８月 ５日（月曜日） 集合：三条市役所前
第１便バス 午後 5：００出発⇒開始まで温泉入浴できます
第２便バス 午後５：４５出発
開会点鐘
6：３０ 開宴 6：45
個人負担 3,000 円 （後日ご請求申し上げます）

ポール・ハリス・フェロー
マルチプル ＋２

2018-2019 年度 出席賞
荒澤威彦君
木村 譲君
坂本洋司君
塩入栄助君
坪井正康君
名古屋豊君
野崎正明君
星野健司君
渡辺和宏君

石山昌宏君
熊倉高志君
佐々木常行君
田代徳太郎君
銅冶康之君
西潟精一君
野島廣一郎君
松﨑孝史君
渡邉久晃君

大渓秀夫君
坂井範夫君
佐藤秀夫君
田中康之君
永桶俊一君
西巻克郎君
馬塲信彦君
吉沢栄一君
*加藤一芳君
*１年未満特別賞

今後の予定
7 月 15 日（月・祝）休 会 （海の日）
7 月 22 日（月）卓話：吉沢栄一会員

近隣 RC 例会変更

※記帳ができます
7 月 10 日（水）三条 RC （公式訪問）
7 月 12 日（金）吉田 RC （夜例会）

