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皆さん、こんにちは。まだまだ暑い日が続いております。熱中症など十分に注意
していただきたいと思います。
さて、本日は、
「ロータリーの組織構成」につきまして、マイロータリーを参考
に説明させていただきます。
ロータリーは、クラブ、ＲＩ・国際ロータリー、そしてロータリー財団の３本柱
で構成されております。これらが一体となって世界中の地域社会に持続可能な変
化を生み出しています。
先ずロータリークラブは、地元に根ざした活動を優先し、ロータリアンは交流や
ボランティア活動を通じて視野を広げ、地域社会との絆を培っていかねばならな
いと記載されています。
また、ロータリーが支援するローターアクトクラブは、18～30 歳の人達が一緒
にボランティア活動をしたり、社会人としてのスキルを磨いたりするクラブであ
ります。三条ローターアクトクラブは三条ロータリークラブが支援クラブになっ
ています。現在、世界に 9,522 のクラブ、291,006 人のローターアクターが、
177 の国に存在しています。そして、12～18 歳の中学、高校生が中心となり活
動するインターアクトクラブも存在しております。
次に、ＲＩ・国際ロータリーは、世界的なプログラムやキャンペーンを行ってお
り、これらの取組みをサポートするために、情報、資料、リソースを各クラブに提
供するとともに、素晴らしい特徴を持っております。
先ず一つは、補助金を提供し、地元密着の活動を支援していることであります。
出ヴ席
先々週の出席率
ィ ジ率タ ー
二つ目は、様々な職業やスキルをもつ人達が多角的なアプローチを行い、独自な
出 席 率
問題解決を見出していること。
三つ目は、倫理を大切にし、責任をもって粘り強く、その場限りではなく；持続
可能な成果を目指していること。
四つ目は、世界のほぼ全ての地域や国に存在しており、ローカルかつグローバル
な変化をもたらすことができること。以上四つの特徴が記載されております。
そして、組織構成、最後のロータリー財団は、1917 年、当時の会長 アーチ・
クランフ氏によって設立され、今年で創立 100 周年を迎えております。今日まで
財団は各地域での社会奉仕活動からグローバルな取組みまで、ロータリーの人道
的プロジェクトへの補助金や奨学金を提供してまいりました。

国際ロータリー会長
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設立当時 26 ドル 50 セントでスタートしました寄付も現在まで総額 30 億ドル、日本円で約 3,100 億円の資金
を各プロジェクトに提供するに至っております。
財団の財源は、世界の各クラブの年次寄付を中心に賄われております。
当クラブは永年、地区目標であります１人 150 ドル／年を年次寄付として続けてまいりましたが、今年度は創立
50 周年の年でもありますし、クラブの事業を優先いたしたく目標額を 1 人 100 ドルに減額させていただきまし
た。クラブを優先に考え、地域での役割を果たして行くべきと考えた次第であります。ご理解の程よろしくお願い
いたします。
次週 8 月 7 日は「新保ガバナー公式訪問」です。皆様のご出席をよろしくお願い申し上げ、本日の会長挨拶と
させていただきます。
会員48名中31名

97.83%(7/10)

7/25 分水RCへ
7/27 巻RCへ
7/27
7/27
7/29
7/29

熊倉

(ＩＭ広報) 荒澤威彦君 田代徳太郎君
(事前訪問) 星野健司君
(ＩＭ広報) 荒澤威彦君
内藤豊大君 中田雅也君 坂本洋司君
燕RCへ
三条東RCへ
長谷美津明君 広岡豊樹君 丸山智君 松﨑孝史君
内藤豊大君 野島廣一郎君
会員増強セミナー(新潟)へ 星野健司君 野崎正明君
川瀬ガバナーエレクトスタッフ会議へ
荒澤威彦君 田代徳太郎君

高志 幹事

新保ガバナー事務所より
①国際ロータリー会長エレクト サムＦ．オオリ氏 逝去のお知らせ
以前より予定されていた手術後の合併症により 7 月 14 日ご逝去
葬儀は、7 月 25 日、ウガンダの国葬として執り行われました。

②「８月ロータリーレート」のご案内 ８月１日より １ドル＝１１１円 ※７月レートと変わらず
③「国際奉仕フォーラム」開催のご案内
［日 時］
［会 場］
［義務出席者］

2017 年 8 月 26 日（土） 13：30～フォーラム
16：00～懇親会
ホテルオークラ新潟
会長、国際奉仕委員長、青少年交換委員長かそれに準ずる方 1 名以上

④「第 1 回ロータリー財団セミナー」開催のご案内
［日 時］
［会 場］
［義務出席者］

2017 年 8 月 27 日（日） 12：00～16：00
ホテルオークラ新潟
会長、幹事、ロータリー財団委員長

⑤「第 16 回ロータリー全国囲碁大会」のご案内
［日
［会
［主

時］
場］
催］

2017 年 10 月 14 日（土） 10：00～
日本棋院本院 １Ｆ 対局室
ロータリー囲碁同好会 日本支部

川瀬ガバナーエレクト事務所より 事務所開設のお知らせ
［住

所］

〒955-0063 三条市神明町 2－1－305
ＴＥＬ 0256－34－3227
ＦＡＸ
E-mail y.kawase@rid2560niigata.jp

0256－46－8873

第 2560 地区青少年交換委員会事務局より
Ⅰ 2018 年度短期交換学生募集要項（3～4 週間）
● 交換先
ドイツ、アメリカ
● 募集要項（4 名募集）
①資格
・派遣時、高校または大学在学中の者（含：予備校生、専門学校生 19 歳以下）
・心身ともに健康、健全であり学業成績が中位以上の者
・派遣学生の家庭は受入れ家庭となることが望ましい
②申込方法
：両親、通学高校の校長の了解を得た上で青少年交換委員会事務局へ申込用 WEB フォームにて申込
③派遣：2018 年 8 月初旬より 約 3－4 週間
受入：2018 年 7 月中旬より 約 3－4 週間
④費用：渡航費用 250,000 円他

Ⅱ 2018～2019 年度長期交換学生募集要項（1 年）
● 交換先
ドイツ、アメリカ、ブラジル、タイ、台湾 他
● 募集要項（4 名募集）
①資格
・出発時に高校在学中（応募時点で中学生でも可）の 19 歳以下
・学校長の許可が得られ、心身ともに健康で、一年の外国生活に適応できる者
・派遣学生の家庭は受入れ家庭となることが望ましい
②申込方法
：両親、通学高校の校長の了解を得た上で青少年交換委員会事務局へ申込用 WEB フォームにて申込
2017 年 11 月中旬選考試験（面接、作文、筆記試験）
③派遣時期：2018 年 8 月下旬出発
④費用：渡航費用他
⑤注意：留学先での単位の取得については、ロータリーは保証しない

Ⅱ 2018～2019 年度長期交換学生募集要項（1 年）

野 ●
崎 交換先
君
皆さん、こんにちは
！ ようやく 1ヶ月が
アメリカ、ドイツ、ブラジル、タイ、台湾
他
終わります。ゴールはまだまだ先です。
● 募集要項（4 名募集）
よろしくお願いいたします。
①資格
・派遣時、高校または大学在学中の者（含：予備校生、専門学校生 19 歳以下）
・心身ともに健康、健全であり学業成績が中位以上の者
熊 倉 君
ガバナー補佐代理 丸山さん、
7 月 31 日 ￥12,000
・派遣学生の家庭は受入れ家庭となることが望ましい
本日はよろしくお願いいたします。
今年度累計 ￥44,000
丸山(征)君

今日は、ガバナー補佐 鈴木 武さんの
代理として出席です。 どうやってよいの
やら皆目判りませんが とに角それらしい
ことを話させていただきます。
鈴 木 ( 圀 ) 君 本日の卓話 丸山征夫さん、
ご苦労さまです。
西 潟 君
7月も今日で終わりますが・・・
星 野 君
暑中お見舞い申し上げます。
坂 本 君
ボックスに協力します。
欠席が多くて本当にすません。
坂井君、田代君、銅冶君、渡邊( 光) 君

ＢＯＸに協力いたします。

野 水 君

先週の水曜日、巻ＲＣへ早いのですが、
「事前訪問」をさせていただきました。
同行していただいた荒澤さん、ＩＭのＰＲ
おつかれ様でした。
皆様のご協力に感謝します。
ありがとうございます。

第２５６０0 地区
第四分区ガバナー補佐代理

丸 山

征 夫 会員

クラブ会長が終わったのに、まぁだ仕事があります。ガバナー補佐の代理×1/3 です。
ということは鈴木武さんのガバナー補佐の代理を佐々木さん、星野さんと私の 3 人でやることになりました。
この仕事となると、まず鈴木武さんのことが頭に浮かびます。実は坂井さんと鈴木さんのお見舞いに先週の木曜
日に病院に行ってきました。この前の見舞は 7 月 10 日でした。どちらもリハビリをしている最中でした。前回
はベッドの上でのリハビリで、今回は車椅子の上でのリハビリでした。車椅子から立ち上がる練習もしていました。
でも、まだ頭の手術が少し残っているとも言っていました。遅くても半年もすれば杖をついてでも歩けると思いま
す。
ところで今年度 2560 地区ガバナーになられた新保清久さんは、新潟万代 RC の所属で、花福/マルシン食品の
社長さんです。創業は大正 11 年の和菓子やお餅の老舗です。
お歳は私より 6 歳若い 1949 年生まれで早稲田の商科卒。クラブ会長は入会後 13 年でやられています。私の場
合は入会後 19 年で会長役が回ってきました。
当南クラブでは、勿論選考委員会で案を出して理事会で決めているようですが、実際の中身は大体、入会年度順
になっているようです。でも、北クラブは少し違うようで、先週伺った時に中條パストガバナーが、ある会員に「今
度あんたが会長に立候補したら良いんじゃないの」という話をされていました。では北クラブでは立候補して自分

にさせてくれと名乗り出るということかと思いましたが、実際は誰も自分からやり
たいと言う人はいないということでした。しかし事実、北クラブでは入会順ではな
いようです。話は横道に逸れました。
2017－18 年度の RI 会長イアン H.S. ライズリー氏はオーストラリアのメルボ
ルンの近くサンドリンガム市で自身で経営されている税理士事務所のオーナーで公
認会計士です。
RI 会長は、
「ロータリーとは何ですか」という問いかけに対して「ロータリー：変化
をもたらす」というテーマで答えておられます。また、私たちが色々な方法で奉仕
するのも、奉仕を通じて人々の人生に変化をもたらせる事が出来ると信じているか
らと仰っています。
私たちのロータリーの入会のきっかけが何であれ、ロータリーにとどまっている
のは、ロータリーで充実感を得ることが出来るからで、この充実感は、毎週、毎年
「変化をもたらす」ロータリーの一員であることから湧き出てくるものであると RI 会長は確信しておられます。
一方、新潟万代ロータリークラブの新保清久ガバナーのテーマ「Making A Difference in My Club and Our
District」
、RI会長のテーマに in My Club and Our District を加え「クラブと地区の変革をめざそう」としてお
られます。
また、ガバナーは国際ロータリーの目標や地区運営方針を具体的にたくさん掲げられました。ここに地区の数値
目標をご紹介させて頂きます。
My Rotary の登録

1,600 名以上

Ｒ財団

…1 クラブ約 29 名

ポリオ・プラス寄付

30 米ドル／1 会員

戦略計画の立案

56 クラブ（全クラブ）

ベネファクター

10 名以上

会員増強

100 名の純増

P.H.F（ポール・ハリス・フェロー）

56 名以上純増

前年度比

年次基金

…1 クラブ約 1.8 名
ＲＩ会長賞

30 クラブ以上取り組み

150 米ドル／1 会員

…1 クラブ 1 名
P.H.S（ポール・ハリス・ソサエティ） 10 名以上純増
米山奨学金への寄付
トロント国際大会への参加

20,000 円／人以上
（普通・特別寄付合計）

30 名以上

新保ガバナーの地区運営方針に沿って目標が達成できるよう誠実に努めて行きたいと考えております。しかし、そ
れには会長、幹事はじめ会員の皆さんのお互いの協力と努力をお願いします。
話が戻るようですが、ガバナー補佐の代理として私の担当は三条北クラブとここ南クラブと田上あじさいクラ
ブの 3 か所です。
先程述べましたが、北クラブには既に 7 月 25 日に事前訪問いたしました。北クラブの会員数は 65 名（うち
女性 2 名）
。南クラブは 48 名（うち女性 2 名）
。スマイル BＯＸ寄付が、北クラブが簡単に言って 300 万円、
南は 100 万円、一人当たり北が 46,000 円、南が 21,000 円で半分以下です。人件費についても北クラブは南
の 32%も多くなっています。
北のスマイルボックスに多くの寄付が寄せられるのは、飲食関係の方が多い理由でしょうか？ 資金が潤沢な感じ
です。当南クラブはお医者さん関係が多いので、潤沢になっても不思議ではないような感じですが、お医者さんも
飲みに行くから最後は飲食業が儲かるのかなとか勝手に分析しています。
それから、比べることは良くないとか言われるかも知れませんが、当南クラブの出席率は昨年度、お陰様で 90%
を維持できました。改めて皆様に御礼を申し上げます。
当南クラブの出席率は歴代 90%を割ったことがないというか、割ってはならないという不文律があったようで、
相当プレッシャーではありました。でもお陰様で 1 年が過ぎ、そのプレッシャーはもうありません。
野崎会長はまだ始まったばかりで、その心配は来年春以降ですね。もし欠席するのならメークアップをしてもらう
ことを守ってほしいですね。野崎年度も 90%クリアーできますように。
最後になりますが、8 月 7 日のガバナー公式訪問には全会員の皆様よりご出席いただき、新保ガバナーの熱い
ご指導を受け、クラブの更なる活性化につなげていただければ幸いに存じます。
本日は大変ありがとうございました。

ＩＭ（インターシティミーティング）はガバナー補佐が主催する、近隣都市のロータ
リアンが集う「研修と親睦の場」です。
度々ご説明しておりますが、今年度のＩＭのテーマは、ＲＩ会長イアン H.S.ライズリ
ーと第 2560 地区新保清久ガバナーの掲げられた「変革・改革」という言葉を受けまし
て、「ロータリーの明日を担う」、サブタイトルは“新会員の声を聞く”といたしま
した。
近年ロータリアンが減少する中、「会員増強・退会防止」はクラブの繁栄にとって必
須の課題であります。何故なら、新会員がいなくなれば、クラブの活性化が失われてい
くことになります。きれいな泉もその湧き水が絶えれば枯渇してしまうのと同じです。
今までは、会長、あるいは増強委員長などそれなりの立場の方が登壇されていましたが、今回は視点を少し変
えて、入会間もない、いわゆる入会して 3 年位経過し、これから各クラブを支えていくロータリアンの忌憚のな
い意見や思いなどを語ってもらうことにしました。
なお、鈴木重壱パストガバナーより「ロータリーの明日を考える」のテーマのもとご講演いただき、パネルデ
ィスカッション後には講評をお願いしてあります。
実りあるＩＭとなりますよう、会員各位のご協力をお願いいたします。

（敬称略）

PM

1:00
1:30

2:00

2:40

4:00
4:15
4:45
5:00

登録受付
司会
ガバナー補佐代理
開会点鐘
ソングリーダー
「国歌」「奉仕の理想」斉唱
「ロータリーの目的」唱和
握手タイム
ホストクラブ会長
歓迎の言葉
ガバナー補佐代理
来賓・参加クラブ紹介と主催者挨拶
ＩＭ実行委員長
講師紹介・ＩＭ趣旨説明
基調講演 「ロータリーの明日を考える」パストガバナー 鈴木
～休憩・コーヒータイム（10分）～
パネルディスカッション 「―新会員の声を聞く―」
パネリスト
三条
ＲＣ 中條 克俊
燕
ＲＣ 藤崎 滋人
分水
ＲＣ 下村 克実
吉田
ＲＣ 大谷 直文
三条北
ＲＣ 松山 浩仁
田上あじさい ＲＣ 丸山 記義
三条南
ＲＣ 長谷川直哉
アドバイザー
鈴木 重壱
講評
次年度ホストクラブ紹介
分水ＲＣ会長
次年度ホストクラブ挨拶
ガバナー補佐代理
閉会点鐘
～休 憩 （15分）～
司会
懇親会
ＩＭ副実行委員長
開会の言葉
パストガバナー
乾杯

アトラクション

6:30

［日 時］
［会 場］
［集 合］

威彦
征夫
孝史
朋子

野崎 正明
丸山 征夫
大渓 秀夫
重壱 様

久住 勲夫
丸山 征夫
平松 修之
田代徳太郎
中條 耕二

“マンダムズ”

「手に手つないで」斉唱
中締め
諸事お知らせ・閉会

第四分区ＩＭ

荒澤
丸山
松﨑
桑原

パストガバナー

馬塲 信彦
平松 修之

ホスト：三条南ロータリークラブ
2017 年 9 月 2 日（土）
ジオ・ワールドＶＩＰ
事前準備がございます。
集合時間等詳細につきましては後日ご連絡いたします
ご協力よろしくお願いいたします

明るく粘り強い人
第 2560 地区
し ん ぼ きよひさ

新保清久ガバナー

（新潟万代ＲＣ）

第 2560 地区では 1993 年、初の夜例会、女性 7 人を含む 50 人の
創立会員で「共生」というコンセプトのもと、新潟万代ＲＣが誕生しまし
た。今では「心許せる友人」「理解してくれる友人」で構成され、ホットで
きるホットなクラブであると自負しております。そして、今回、創立 25 年
目にして、初のガバナーを送りだすことになりました。
目にねんめいｎ田中ガバナーとのお付き合いは長岡市三島町（旧・脇
創立会員の一人である新保さんは明るく、餅屋さんだからではありませんが、その粘り強い人間性は、全会員が認
野町）で、子どもの小学校のＰＴＡ活動で奥さまとご一緒させていただ
めるところです。クラブを支え、とても温厚で誠実な人柄、人望も厚く誰からも好かれる素晴らしい人です。地区の米
いたことから始まりました。仕事上も三島病院建設時以来、電気設備で
山記念奨学委員会の役職を数年務め、特に米山奨学生の体験談などの発表にはとても感動しており、「得難い勉
お世話になり、また地元グリーン会で一緒にゴルフを楽しむ仲でありま
強になった」と涙する場面に接した時には、新保さんの優しさに触れた気がしました。
す。私のロータリーへの入会も
また、スポーツはゴルフもさることながら、クラブの野球同好会においては毎年ピッチャーを務め、年齢を感じさせ
ない若々しさで精力的に活動しています。自身の会社においても長男が入社し、今や社内の中枢を仕切るようにな
って、新保さんも安心してロータリー活動に専念できるように思います。
新保さんの明るく粘り強い性格は、地区も明るく楽しく活力あるものにしてくれると、期待しております。
新潟万代ＲＣ 柴野俊子
職業分類―米加工業 １９４９年１０月１２日生。マルシン食品（株）代表取締役社長。９３年新潟万代ＲＣ創立会
員。ガバナー補佐。地区米山記念奨学委員長。ジャードナー。ＰＨＳ．米山功労者（１８）。
ホッとするときは？
晩酌をしながら妻とよもやま話をしている時
苦手なもの
身を取り出すのに手間のかかるカニ
自分を動物に例えると？ その理由は？
牛。うし年生まれ。歩みは遅いが忍耐強い

１９８８-１９８９年度
❍1989 5/8

第 1019 回 40 回例会

１９９３-１９９４年度
吉田（秀）君

いっこうに育たない僕の竹の子。

１９９２-１９９３年度
❍1993 4/19 第 1200 回 39 回例会 韮澤君

❍1994 1/10 第 1234 回 25 回例会 吉田（秀）君
初めて年末年始に家をあけました。家内に「パパが居ない
と気楽でいいから、毎年留守にしてくれ」と言われまし
た。

１９９４-１９９５年度

天気良し、桜花良し、お寺良し、酒良し、ムード良し、 ❍1994 10/17 第 1270 回 14 回例会 渡邉（久）君
良し良しづくめの楽しい親睦旅行でした。
実家の縁の下にタヌキの親子が棲みつき、作物を荒らし
親睦委員に感謝して。
ています。共棲すべきか捕獲すべきか悩んでいます。誰か
「皮」がいる人か、
「肉」が欲しい人には差し上げます。
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