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会長挨拶
三条南ロータリークラブ
会長

荒澤 威彦
こんにちは。暑い日が続いています。今年もまた 40
度超えを記録しました。やはり地球は温暖化
で壊れかけているのでしょうか。
最近こんなバッジをよく見かけませんか。
国連決議で 2030 年までに達成する「持続可能な開発
目標」SDGs（エスディジーズ）といいます。ロータリ
アンであることで、何項目かはすでにやっていることも
あります。
そしてこの目標には、これからのビジネスヒントがあ
ると言われています。例えば 14 と 12 で脱プラスチッ
ク社会に向けて、最近ヒットし始めている燕市のアイデ
アセキカワさんの「アルミクールストロー」もその一例
です。
持続可能な開発目標（SDGs）17 のゴール（国連採択）
●発展途上国
1 貧困をなくそう
2 飢餓をゼロに
3 すべての人に健康と福祉を
4 質の高い教育をみんなに
5 ジェンダー平等を実現しよう
6 安全な水とトイレを世界中に
7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに
●先進国
8 働きがいも世界成長も
9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10 人や国の不平等をなくそう
11 住み続けられるまちづくり
12 つくる責任つかう責任
13 気候変動に具体的な対策を
●すべての国
14 海の豊かさを守ろう
15 陸の豊かさを守ろう
16 平和と公平をすべての人に
17 パートナーシップで目標を達成しよう

◆本日の出席：47 名中 28 名
◆今年度の累計出席率：90.47％（8/16 まで）
◆先週のメークアップ【一部再掲】
：7/29 三条南 RC 船
久保孝志君、加藤峰孝君▶7/30 三条北 RC へ 坂本洋司君、
佐々木常行君、星野健司君、渡邉久晃君、大渓秀夫君、永桶俊
一君、長谷美津明君▶7/31 三条 RC へ 熊倉高志君、銅冶康
之君、佐藤秀夫君、野崎正明君、西潟精一君、渡辺俊明君、丸
山智君▶8/5 三条南 RC 齋藤嘉一君、松﨑孝史君、馬塲信彦
君、船久保孝志君、草野恒輔君、渡邊光郎君、星野健司君、
佐々木常行君、杉井旬君▶8/8 燕ＲＣへ 加藤峰孝君、船久保
孝志君、阿部隆樹君、佐々木常行君、内藤豊大君

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
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◆幹事報告 長谷川 直哉 幹事
●ＲＩ第 2560 地区事務所より
①「ロータリー防減災セミナー」のご案内
日時：2019 年 8 月 31 日（土）
受付 13:00～
セミナー13:30～
会場：長岡防災アーカイブセンター きおくみらい
出席対象者：名古屋豊会員（RC ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰｸﾗﾌﾞ連絡員）
②「ポリオ根絶活動への寄付に対する御礼状」
●大谷ガバナー事務所より
①「国際大会 参加お願いとツアー募集」のご案内
期間：2020 年 6 月 5 日（金）～9 日（火）5 日間
2020 年 6 月 5 日（金）～11 日（火）7 日間
宿泊：ハワイ島コナ
国際大会：６月７日 開催地：オアフ島ホノルル
申込期限：10 月 31 日（木）
②「公式訪問 御礼状」
●新潟南ロータリークラブより
「創立６０周年記念式典」のご案内
日時：2019 年 11 月 9 日（土）
受付 12:30～ 式典 13:30～ コンサート 祝賀会
会場：ホテルオークラ新潟
●三条市ＰＴＡ連合会より
「ふるさと絵画コンクール」協賛金のお願い
例年どおり、スマイル BOX 会計より 10,000 円を寄付
●三条あおぞら会より 支援協力金ついて
例年どおり、スマイル BOX 会計より 10,000 円を寄付
●三条市青少年育成市民会議より
「私のメッセージ小学生大会」後援のお願い
（名義のみの後援。例年どおり）

◆理事役員会報告
日時：2019 年８月 19 日（月）12：15～12：25
会場：三条信用金庫 3 階ロビー
出席： 14 名中 8 名
議事１．三条市八幡公園寄付事業について
議事２．三条あおぞら会への支援協力金ついて
議事３．ふるさと絵画コンクール協賛金について
議事４．私のメッセージ大会への後援について
議事５．IM 登録、地区大会登録の要請について
議事６．会員葬儀の場合の出席の取扱いについて
議事７．国際大会の取り扱いについて

承認
承認
承認
承認
承認
承認
承認

▶例会に、会員の葬儀・御斎のために欠席した会員はメーク
アップ不要とする〔定款第７条に、会員葬儀の場合は例会を
とりやめることができる――とあり、その趣旨からの対応〕

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～

8 月号のご紹介：
平松修之・副委員長

今月の特集は、
「趣味を通してつながろう！」
「クラ
ブ活性化の鍵は会員増強」です。
「趣味を通してつながろう！」では、全国の RC か
ら様ざまな同好会活動が紹介されています。中には
「痛風友の会」という、なんだこれは？ というもの
もあります。痛風に苦しむのではなく、楽しく付き合
いながらお酒を飲もうという楽しい会のようで、健
康な人でも OK だそうです。
「会員増強」では、一年間で 64 人から 115 人へ
増強を果たした高崎 RC の Q&A が載っています。
会員が増えたことのデメリットとして、事務局の仕
事が大変煩雑になったことから、専用ソフトを開発・
導入して便利であるとのことです。是非、全国のクラ
ブにも無料で配布してほしいものです。
そして、皆さんにお願いがあるのですが。
「パズル de ロータリー」のコーナー、今月の賞品は
名前入りモバイルバッテリーで、欲しいな、と思うの
ですが、答えがわかりません。分かった方は、こっそ
り、私に教えてください。お願いします。

委員会報告
（吉沢 栄一・社会奉仕委員長）

三条市八幡公園寄付事業について
7/22 の例会終了後、三条市建設課職員の方からの
訪問を受け、当該事業につき協力の依頼を受けました。
南 RC としてどのような寄付するかは、市内他 RC
と協調して考えていくということが理事役員会で承
認されました。
個人や、皆さんの会社で寄付することもできますの
で、ご検討ください。
【次ページに掲載】

😊ニコニコボックス
8/19 10,000 円

累計 97,000 円

荒澤会長 「暑い日が続きます。お体にお気をつけ下さい」
長谷川幹事「台風による猛暑のお盆でした。皆様体調は崩されませんでしたか。
残暑も続きます。御自愛ください」
馬塲 PG 「暑いですね！ 間もなく秋が来ます。毎日を大切に過ごしましょう」
星野君
「暑い日が続いています。皆様ご自愛下さい」
田代君
「ウォシュレット、水のはずがお湯が出てきます」
銅冶君、永桶君、渡邊（光）君「BOX に協力します」
石山君
「BOX にご協力ありがとうございました」

「三条市八幡公園施設寄附事業」

（三条市 HP より）

https://www.city.sanjo.niigata.jp/kurashi_tetsuzuki/kihukin/furusatosanjoouenkihukin/11747.html

概 要
三条祭りなどを通して、こどもから大人まで、みんなが集う場となっていた八幡公園の魅力をさらに高め
ていくため、市民や企業の皆さまから「想いを込めたメッセージ」と「ご寄附」を頂戴して、公園に新し
い遊具及びベンチを設置する事業です。
この事業では、次のような方や場面でのご寄附を想定しています。
〇公園に愛着がある個人・団体・企業等の皆さま
〇結婚や還暦などの人生の節目に想いをカタチとして残す方法として
〇企業等の社会貢献活動の一環として

申込み方法
御寄附いただく方法として、
御紹介する遊具・ベンチの中から希望のタイプをお選びいただき、
① 全額を御寄附いただく「全額寄附」と、
② お一人様一口 10,000 円を二口から御寄附いただける「一口寄附」の
2 通りの方法をお選びいただけます。
申込書に必要事項を記入の上、ファックス・メール・郵送で御提出ください。
申込書は、窓口・ファックス・メール・郵送にて配布もしています。御希望の方は御連絡ください。
※一口寄附は「遊具」
「ベンチ」
「どちらでもよい」からお選びください
（製品のタイプ指定はできません）
※一口寄附の場合、記念プレートの記載は御芳名のみ（メッセージ無し）となります。
※全額を御寄附いただける場合は、遊具・ベンチから御希望のタイプをお選びください。
なお、三条市八幡公園施設寄附事業にかかる費用は、三条市への寄附として税金控除の対象となります。

受付期間
随時受付中

問合せ・提出先

（寄附対象のベンチ・遊具の一例）

三条市 建設部 建設課 維持係
（三条市八幡公園遊具施設寄附事業担当）
新潟県三条市旭町二丁目 3 番 1 号
電話番号：0256－34－5717（直通）
ファクス番号：0256－32－6677
メールアドレス：kensetu@city.sanjo.niigata.jp

★燕三条エフエムラヂオは～と
「県央のおもしろびと」に荒澤威彦会長が出演！
8 月 21 日水曜日午前 11 時 5 分から
三条南ＲＣ会長として出演しました！！
Youtube では映像も見れます。是非ご覧ください
https://www.youtube.com/watch?v=ZOdSA-9cIgo

さとちんも乱入で大盛り上がり？（youtube より）

