
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
  

 
 
【出席率】          会員６４名中４８名  

  【先々週の出席率】     ９１．６７ 
 【ゲスト】  第４分区アシスタントガバナー  片山 弘君 
 【先週のメークアップ】  

６／１５ 三条東ＲＣへ  永桶栄資君   
６／１６ 中條Ｇ年度地区社会奉仕委員会へ 韮澤喜一郎君  佐々木常行君  佐藤嘉男君 
                     星野健司君   

           
佐藤 栄祐 会長 

御挨拶を申し上げます。 
例会としては最後になりますので一年を振り返ってみた

いと思いますが、何か私の感覚では、日曜日の大半がツブレ

タ様に思っておりましたが、調べてみましたら６回でしかな

く、かなり被害者意識が強かった様です。 
何と申しましても一番の問題は、会長挨拶でした。柔らか

すぎず、堅すぎない話、塩梅なぞ素人の私ではとても出来る

ものではありません。かなり厳しいご指摘もございました。

もっと君らしい艶のある話をとの仰せもございましたが、酒

宴ならはいざ知らず、真昼間で、素面では憚り多い事でござ

いまして、どうしても新聞の切取りになってしまいまして恐

縮でございました。その都度、席に戻りまして船久保幹事に

「なじらった」と聞くのが常でありまして、「上がってまし  

たよ！」とか、「なめらかでしたよ！」とか評価していただいておりました。 
年間行事の中で最も力の入るのが、ガバナー公式訪問でしょう。その折の事ですが、我が南クラブの伝統的な

現況報告書に対し、名前は申しませんが、かのＡＧが『素晴らしい出来ですね！さすが三条南さんは・・』と

でも言われるのなら解りますが、「こんな無駄なことする必要はありませんよね、ガバナー」、ムカッーときま

したね！ 
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苦心致しましたのが、４０代会長をお願いに上がった事でした。大変を通り越した多忙な方で、全国組織の

会長に就任されたばかりで、そこを何とかとお願いしたわけでありまして、ご本人も大変困った様子でありま

したが、とうとう折れていただきまして、渋々のご承諾を頂いたのであります。１１月１４日のことでありま

す。これで大役は済みましたし、段々慣れてもきましたので後は気楽に楽しんで参ろうと思っておりました。 
年が明けて２月頃より何かきな臭い感じがして参りました。４月の初めに顧問会議を開きまして、我がクラ

ブの意志決定を行い、ガバナーに伝えてありましたので安心して海外研修に参ったのですが、帰ってまいりま

してから今度は本格的な火の手があがりまして、炎の勢いに抗しきれず２００８～０９年度ガバナーを我が南

クラブから輩出することになったのであります。この一年を大雑把に振り返ってみました。 
今年度の私のモットーは、「内に厚く」でございましたが、一つだけお金を使わせて頂きました。それは、今

年の豪雪であります。毎日テレビで放映される除雪作業を見ておりまして、何とかお手伝いをという気持ちに

なってしまいまして、除雪機を十日町地区に寄贈させて頂きました。この件につきましては、ライオンズクラ

ブさんにもお声をかけて協同でと考えたのでありますが、ご協力が得られませんで、三条のロータリー、３ク

ラブでの事業となりました。 
本日は、先週おこなわれました『７クラブゴルフ合同コンペ』におきまして、南クラブ同好会コンペを一緒

に行ないましたので後ほど丸田同好会会長からご報告があろうかと思います。 
最後になりましたが、この一年私を支えて下さいました船久保幹事をはじめ、役員の皆様、事務局の皆様、

お蔭様で今日を迎えられました。有難うございました。 
 
 

                 ７クラブ合同コンペ＆南 RC 春季ゴルフ大会  
             
           南ＲＣ春季ゴルフ大会 

           優 勝   相田明雄君 
（Out ５０ In５５ Gross１０５ Hdcp３１．２ Net ７３．８） 

           第２位   丸田肇一君     
 第３位   西野治邦君 

 ７クラブ合同コンペ 

第２位  西野治邦君（Out ４１ In３９ Gross８０ Hdcp１１．２ Net ６８．８） 

  第３位  佐藤栄祐君    
 第２２位 白倉修三君 

  クラブ団体優勝  三条南ロータリークラブ 
   
 
 

船久保 孝志 幹事  

●地区青少年交換委員会より 

一年交換学生受入クラブ国際奉仕委員長、カウンセラー合同会議のご案内 

  日  時    ２００６年 ７月２３日（日） １３：３０～１５：００ 
  会  場    ホテル新潟 ３Ｆ 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 ～６月１９日 ￥２６，０００ 今年度累計￥１，３８０，０２３～  

 
第４分区 AG 片山君  一年間お世話になりました。ご協力有難うございました。 

 佐藤（栄）君     ようやくここまでやってきました。皆様のお陰です。次回千秋楽はいっぱい飲ませ 
ていただきます。 

船久保君       ７クラブゴルフコンペ団体優勝おめでとうございます。個人優勝の相田さん、それ 
           に佐藤会長の７９、７０台を出すゴルフのご指導を！！ 

幹  事  報  告 



馬場（一）君  １．クラブ・フォーラムです。宜しくお願いします。 
         ２．ホタルが出ました。 

相田君      １５日当クラブ春季ゴルフ大会（７クラブ合同）で優勝することが出来、賞金をたくさん 
戴きました。楽しい一日でした。 

西野君     １５日の７クラブ合同ゴルフコンペでは運よく準優勝できました。同伴の相田さん、滝口 
さん有難うございました。 

安達君     佐藤会長、船久保幹事には最後の通常例会ですね！お気持ちはいかがですか？ 
  吉田（秀）君  今年度例会場での例会は最後となりました。役員の皆様大変ご苦労様でした。 

来年度、改めてのご活躍をご期待申します。 
  馬塲（信）君  ６／１７（土）におゝ乃で税務８団体の定時総会があり、金融庁の NO２三国谷勝範総務 

  企画局長をお迎えしました。元三条税務署長をお務めでしたので、当時の多くの会員が集 
まり楽しい一夜となりました。 

  坪井君     昨日のワールドカップ、対クロアチア戦、今朝の全米オープンゴルフ、寝不足です。 
  韮澤君     内孫の３人目で次男の名前が付きましたので。梓（あづさ）です。BOX に協力 
  馬場（茂）君  都合で早退致します。BOX に協力 

荒澤君、岡村君、坂井君、坂本君、滝口君、田代君、田中（悌）君、野崎君、野島君、武藤君 
          BOX に協力致します。 

木原君     ご協力有難うございました。 

 

 

Ｃ Ｌ Ｕ Ｂ ・ Ｆ Ｏ Ｒ Ｕ Ｍ 
 
  ■ ２００６～０７年度委員会事業計画説明         
     

□親睦委員会   岡村一男 委員長 

   「社交的諸活動を企画、実施し、会員間の友情や人間関係を増進する」を目的とし、活動を進めます。 

【諸行事予定】 
７月３１日  納涼例会    於：瓢湖屋敷の杜ブルワリー  

１０月 ２日  公式訪問    於：VIP グランドホール 
１１月 ６日  秋の味覚例会  於：松木屋 

     １２月１８日  忘年家族会   於：餞心亭 おゝ乃 
      １月２９日  新年会 
      ４月１６日  旬例会     於：村松・松の屋 
      ６月２５日  会長幹事慰労会 
    

□クラブ会報   谷  晴夫 委員長 
      ・委員会の目的：例会、諸会合の重要事項を記録し、次週例会のプログラムを予告、諸情報の掲載をし、 

会員の関心を促す。 
    ・２００６～０７年度クラブ会報特別企画「あの人 あの時」（会員の皆さんにある特定の時期について 

お話いただき、委員会にて纏める）を週報及びホームページに掲載 
    ・ホームページは南クラブの記録の綴りと考え、内容の整理と充実を図る 
    

□職業奉仕    田中悌司 委員長 
    ・委員会の目的：職業奉仕の理想実現に向かって新たなる一歩を進める 
        ①あらゆる職業に於いて最も高度の道徳的水準を守り推進すること 
       ②あらゆる有用な職業の社会に対する価値を認めること 

      ③職業に携わる全ての人々に対して等しく公平であること 
   ・職場例会の開催 １０月２３日長谷川会員よりお骨折りいただき（株）マルト長谷川工作所様をお借 

りしての職場例会の開催 
   

 □社会奉仕    星野健司 委員長 
    ・委員会の目的：ＲＩテーマ「率先しよう」、地区テーマ「進んで奉仕 友愛 感謝」を基本理念とし、 
            地域社会に密着した奉仕活動を推進、より良い地域づくりに貢献する。 
     ・２５６０地区社会奉仕委員会（韮澤喜一郎委員長）の活動に協力支援  
   



    
 
 
 
 
 
 

 
                                 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
【表紙の線画に戻る】 

  
 

 
 

□国際奉仕      鈴木 武委員長   
  ・委員会の目的：国際交流のもとで異なる文化と人々の相互の理解をもって親善を推進し世界平和の発展に 

寄与する。 
 ・一年交換学生の派遣受け入れについて 
   三条東高校２年 阿部美聖さんがドイツ１８９０地区へ留学、ドイツ１８５０地区 Nordenham ＲＣ推薦 

Lena Feldtange さんが三条東高校に留学。 
   青少年交換委員会と連携し、会員の協力を得て交換の実が上がるよう努力したい。 
 ・カムチャッカＲＣ支援事業について 
   中條 G 年度の重点活動、ロシア共和国カムチャッカ州アバチャンスキーＲＣプロジェクト（ナリチェボ・ 
   キャンプ場へのボイラー取り付け事業）に参加協力。 
        募金目標・・８，５００ドル  ＠１０ドル １，１００円×会員数の協力をお願いしたい 
  
□新世代並びにライラ   若井博委員長 

 ・委員会の目的：次代を担う青少年の健全な育成のために、人生の先輩であるロータリアンが積極的に手をさ 
しのべ、同じ目線で対話することを通じて、若い善良な市民及び指導者としての資質を伸ばす。  

・新世代奉仕関連合同会議への出席  ７月９日（日）於：上越市 

 第６回ライラ研修セミナーへの参加 ９月９日（土）～１１日（月） 於：巻町 

                  テーマ「自然と共生～過去から未来へ～」 

                  ・・・研修生 三条信用金庫職員２名を予定 

   新世代奉仕月間・・・ライラ研修参加者による卓話 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

この方は どなたでしょうか？ 表紙のこの方にお聞きしました。 

Ｑ１ あなたの年齢は何歳ですか Ａ：５６歳

Ｑ２ あなたの趣味は何ですか　　　　　　　　 Ａ：ゴルフ

Ｑ３ もし若くなれるなら何歳位になりたいですか　　 Ａ：３０歳位

Ｑ４ その年になれたらどんな職業についていると思いますか Ａ：今と同じ

Ｑ５ 一つだけ望みが叶うなら何を望みますか Ａ：何もしない１年がほしい

Ｑ６ 思い出に残るロータリーでの出来事はありますか Ａ：今年の幹事職

Ｑ７ その他お話したいことはありますか
 

どなたかおわかりになりましたか？  

答えは 会員ギャラリー 「見て見て見て／フォトギャラリー」にあります。 

また、プリント週報は次週週報に答えを掲載いたします。  


