2019-2020 クラブテーマ

２０１９．10．７

№2328 № 11

会長挨拶
三条南ロータリークラブ
会長

荒澤 威彦
10 月５日、新井ＲＣ創立 60 周年記念式典に行って
きました。上越市のデュオ・セレッソでの、シンプルな
良い式典でした。中でも式典最後に行われた地元・新井
中学校吹奏楽部の演奏には全員感動していました。
記念事業は、いかにも妙高地域らしく、プロスキーヤ
ーの三浦雄一郎氏の講演会を無料で行い、
寄付は演奏し
てくれた新井中学校吹奏楽部へ贈られました。まさに、
地域密着のロータリー活動でした。
その前日の 4 日には、当クラブの親睦・プログラム委
員会とロータリー情報委員会が開催されていました。
最
初に、
新入会員のためにロータリーについてのセミナー
を野崎正明委員長にやっていただきました。
恥ずかしな
がら一番勉強になったのは、私でした。
配布資料の中に、
ロータリーとオリンピックについて
書いてありましたので紹介します。
日本国内で開催されたオリンピック、
パラリンピック
では多くのロータリアンが組織委員会役員や運営委員
として関わり、
来日した外国人の案内などをして全国で
活動していたそうです。そして 64 年東京大会、72 年
札幌大会、98 年長野大会の聖火台は、いずれもロータ
リークラブの寄付だったそうです。
さて、
来年の東京オリンピックの聖火台も寄贈するの
でしょうか？ 楽しみに待ちましょう。

【写真】新井ＲＣ創立 60 周年記念式典で演奏する
新井中学校吹奏楽部の生徒たち

◆本日の出席：47 名中 30 名
◆今年度の累計出席率：87.77％（10/7 まで）
◆先週のメークアップ：
▶9/30 三条南ＲＣ 阿部隆樹君 船久保孝志君
▶10/1 三条北ＲＣへ 西潟精一君 長谷美津明君
▶10/4 新会員セミナー兼親睦・プログラム委員会へ
荒澤威彦君 加藤一芳君 木村譲君 塩入栄助君 杉井
旬君 田代徳太郎君 梨木美裕樹君 永桶俊一君 野崎
正明君 長谷川直哉君 広岡豊樹君 星野健司君
▶10/5 新井ＲＣ創立 60 周年記念式典（上越市）へ
荒澤威彦君 名古屋豊君▶10/6 三条市共同募金委員会
赤い羽根街頭募金活動へ 荒澤威彦君

荒澤会長
街頭募金活動へ

◆幹事報告 長谷川 直哉 幹事
●ＲＩ2560 地区大谷ガバナー事務所より
「ガバナー・ノミニー（2021-22 年度ガバナー）決定」
お知らせ １０月２日地区ガバナー指名委員会にて決定
▶新潟中央ロータリークラブ 高尾茂典（たかお・しげの
り）氏
●ＲＩ2560 地区ロータリー財団委員会より 「地区奨学
生募集ポスター」の送付
●第４分区ガバナー補佐、ＩＭ実行委員会、見附ＲＣ会長
より 「ＩＭ開催の御礼状」の送付
●国際ロータリー為替レート （毎月初日の市場実勢相場
に基づく）▶2020 年 10 月のレート １米ドル＝１０８
円（９月のレート １０６円）
●ＲＩ2560 地区事務所より
「2019 年８月九州北部豪雨義捐金募金のお願い」送付
▶1 人 1000 円を目途に協力要請が参っております。本
日、ボックスを回します
※「エンド・ポリオ」バッジと「日本のロータリー100
年」バッジを本日配布しました

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
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◆理事・役員会報告

日時：2019 年 10 月 7 日（月）12：10～12：25
会場：三条信用金庫３階ロビー
出席：１４名中１０名
議事１．九州北部豪雨義捐金について………承認
議事２．ポリオバッジ購入について…………承認
議事３．赤い羽根共同募金について…………承認
議事４．ｳｲﾝﾀｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ協力金について …承認
議事５．市内４RC 合同例会日程について …承認
議事６．八幡公園寄付金について……………承認
議事７．三条 RC「認知症ﾌｫｰﾗﾑ」後援について
………承認

表 彰
渡邊 光郎 会員

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

10 月号のご紹介：
太田義人会員

最初に、一般常識のクイズです。
四文字熟語を答えてください。
『●●●●とした会議』
『●●●●と議論する』
おわかりでしょうか? 答えは「侃侃諤諤[カンカンガ
クガク]」です。これを［ケンケンガクガク］と読む人
が居ますが、それは「喧喧囂囂[ケンケンゴウゴウ]」と
似た語感のために混交された読み間違いです。侃侃諤
諤は「自分の考えを遠慮なく言うこと。また、盛んに
議論をするさま」という意味で、一方の喧喧囂囂はた
だ単に「やかましく騒がしいさま」のことですから、
意味はだいぶ違います。

その「侃侃諤諤[カンカンガクガク]」という表題のコ
ーナーが 34 ページからです。今月のテーマは「例会
の服装、どうしていますか？」――読んでみると、皆
さんそれぞれ、いろいろなクラブの実例かあり、考え
方も様ざまなことがわかります。
当三条南クラブでは、私が入会するときにも、はっ
ニコニコボックス
きりしたと細かい話はなかったように思います。いい
10/7 10,000 円 累計 181,000 円 意味で「ゆるい」と感じています。これから入会され
荒澤会長「10 月６日まで恒例の工場の祭典が開かれました。年々、る人たちに伝えていくに際して、どうあるべきかを考
えていくことも必要かと思いました。
地元への経済効果が上がってきているようです」
長谷川幹事「本日は第一例会です。テーブルの会員同士で情報交
換、親睦にお過ごしください」
星野君 「先週の新入会員オリエンテーションでの講師をされた
今後の予定
野崎正明さん、お疲れ様でした」
木村君「先日はたくさんの方からランチ例会に来て頂きありがと 10/26（土）
「地区大会 第 1 日目」
うございました！」
於：やすね（上越市）
渡辺（俊）君「いつもさぼってばかりですみません。今日は誕生祝
集合場所： 三条市役所前
をもらいに来ました。ありがとうございます」
午前 10：30 集合・出発
田代君、銅冶君、渡邊（光）君
10/27（日）
「地区大会 第 2 日目」
「BOX に協力します」
於：デュオ・セレッソ（上越市）
桑原さん「BOX にご協力ありがとうございました」
集合場所： 三条市役所前
午前 8 時集合・出発
10/28（月）
「地区大会振替」
通常例会はございません
※
地区大会欠席の方は、
近隣 RC 例会変更 ※記帳できます
事務局でご記帳をお願いします
10 月 24 日（木）燕 RC （クラブ休会）
11/ 4（振替休日）休会
10 月 25 日（金）吉田 RC（夜例会）
11/11（月）第一例会
10 月 29 日（火）三条北 RC（社会奉仕事業振替）
11/18（月）
「職場例会」
10 月 30 日（水）三条 RC（地区大会振替）
於：
（株）ハイサーブウエノ
10 月 31 日（木）三条東 RC（公式訪問）

ポール・ハリス・フェロー マルチプル ＋１

（国際ロータリー日本事務局 クラブ・地区支援室より）
2019 年 1 月ＲＩ理事会決定により『ロータリアンの行動規範』に 5 番目の項目が追加されました。
下記、最新の『ロータリアンの行動規範』の日本語版と英語版をご案内させて頂きます。
最新のロータリー章典では、既にこちらの変更が反映されておりますが、
My ROTARY 上の『ロータリアンの行動規範』PDF ファイルは、近々、本決定に合わせて改定予定とのことです。

ロータリアンの行動規範

Rotarian Code of Conduct

ロータリアンが使用するために次の行動規範が採 The following code of conduct has been adopted for
the use of Rotarians:
択された。
ロータリアンとして、私は以下のように行動する。 As a Rotarian, I will
1）個人として、また事業において、高潔さと高い 1) Act with integrity and high ethical standards in my
personal and professional life
倫理基準をもって行動する。
2）取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその 2) Deal fairly with others and treat them and their
occupations with respect
職業に対して尊重の念をもって接する。
3）自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導 3) Use my professional skills through Rotary to:
き、特別なニーズを抱える人びとを助け、地域社会 mentor young people, help those with special needs,
and improve people’s quality of life in my community
や世界中の人びとの生活の質を高める。
4）ロータリーやほかのロータリアンの評判を落と and in the world
4) Avoid behavior that reflects adversely on Rotary or
すような言動は避ける。
5）ロータリーの会合、行事、および活動において other Rotarians
ハラスメントのない環境を維持することを支援し、5) Help maintain a harassment-free environment
ハラスメントの疑いがあれば報告し、ハラスメン in Rotary meetings, events, and activities, report
トを報告した人への報復が起こらないよう確認す any suspected harassment, and help ensure nonる
retaliation to those individuals that report

harassment.

2021-22 年度国際ロータリー会長に
インドのシェカール・メータ氏

（Rotary News より）

国際ロータリー会長指名委国際ロータリー会長指名委員会
は、カルカッタ-マハナガル・ロータリークラブ（インド、
西ベンガル州）所属のシェカール・メータ氏を 2021-22
年度国際ロータリー会長に選出しました。
メータ氏は、自身が設立した不動産開発会社「Skyline
Group」の会長で、会計士でもあります。また、カナダを
本拠とする「Operation Eyesight Universal (India)」の
ディレクターも務めています。
1984 年にロータリーに入会したメータ氏は、RI 理事、
複数の委員会の委員および委員長、ゾーンコーディネータ
ー、研修リーダー、ロータリー財団専門家グループメンバ
ー、地区ガバナーを歴任したほか、インド・ロータリー財
団の会長を務めています。超我の奉仕賞、ロータリー財団
功労表彰状、特別功労賞を受賞しており、ラシ夫人と共に
メジャードナー、遺贈友の会の会員です。

