
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

【出 席 率】

【ヴィジター】

   11/29 三条ＲＣへ　 天田　匡君　　長谷川晴生君　星野健司君

会員６２名中４５名 　

９２．９８％【先々週の出席率】

　 12/ 3 地区運営会議（新潟）へ　 　馬塲信彦君　　韮澤喜一郎君

【先週のメークアップ】

三条ＲＣより　石橋育於君　　松谷昊吉君

西巻克郎君　　若井　博君　　吉井正孝君

 
 
  
 
 
 
 

会  長  挨  拶 馬場 一敏 会長 

 

挨拶を致します。 

１．三条クラブの石橋さん、松谷さん、ようこそいらっしゃいました。 

２．１２月１日午前９時から１１時１０分まで、市内特別支援学級児童生徒による『ウィンターフェスティバ

ル』に出席して参りました。市内のロータリークラブやライオンズクラブが招待され参加したものです。 

  クリスマスカードの交換やサンタクロースによるプレゼントと色々な活動がありました。 

３．本日は、当クラブの総会です。 

２年前、会長に指名され、どうしたらよいかわかりませんでした。しかし、今日は佐藤前会長も言ってお

られたように、次々期会長も決まり、役目も大半が終わったように思っています。これからは来年のため

坂本次期会長他忙しくなると思います。その分こちらは気が楽になります。あとは計画どおり行事を行う

ことですが、気がかりは会員増強です。３名の増員目標を達成できるようご協力をお願い致します。 

 

 

 

●三条ＲＣより 「創立５０周年記念式典」のご案内 

  と き   ２００７年 ４月１４日（土） １１：００～１４：３０ 

  ところ   ハミングプラザ ＶＩＰ  

   

  残金については地区社会奉仕委員会と協議、使途を決定 

     

 

 

 

 

 

2006～2007 年度 

２００６年１２月 ４日第１８１０回 本年度第１８回 
国際ロータリー

第２５６０地区 

国際ロータリー会長          ウィリアム ビル ボイド [ニュージーランド] 

第2560地区ガバナー       中 條 耕 二  [三条北] 

第4分区アシスタントガバナー   桑 原 寛 治  [加 茂] 

 会 長  馬 場 一 敏    幹 事  田 代 徳太郎   SAA  広 岡 豊 樹  

 三条南ロータリー事務局    〒955-8666 三条市旭町2-5-10 三条信用金庫本店内 

                TEL 0256-35-3477  Fax 0256-32-7095 

                       E-mail info@sanjo-minami.jp URL  http://www.sanjo-minami.jp 

２００６～０７年度 

クラブ会報特別企画

あの人 あの時 

佐藤 秀夫 君

幹 事 報 告 田代 徳太郎 幹事



   

  三条ロータリークラブ 

                                   実行委員長 石橋育於君 
  １９５７年４月発足から半世紀を迎えることができました。この５０年の歴史を振り返りながら、また、 

 新しい歴史を作り上げるターニングポイントと考え、来春４月に記念式典を挙行することとなりました。 

 お忙しい中とは存じますが、貴クラブより多数のご出席を賜わりますようお願い申し上げます。 

  

 と   き     平成１９年 ４月１４日（土） 

   と こ ろ     ハミングプラザＶＩＰ グランドホール 

   スケジュール   登録受付     １０：００   記念式典 １１：００ 

            アトラクション １２：１０    祝宴     １３：００    閉宴 １４：３０ 

 

 

                 

韮澤喜一郎 君  西巻 克郎 君 
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ご協力に感謝申し上げます、有難うございました。          

  

 

 

解説！１２月号 

        横組み ●Ｐ５ ロータリーの友委員長 神崎正陳氏がＲＩ本部にボイド会長を訪ねられた 

折の取材記事が掲載されています。ロータリーに対するお考えや日本のロータリアンへのメッセージを 

ご一読下さい。日本のロータリアンが最も関心をもっている「職業奉仕」に対するボイド会長のお考え 

今年度のＲＩテーマとの結びつきが興味深く書かれています。 

●Ｐ２８ １１地区の地区大会略報が載っています。２５６０地区の報告も掲載されていますが、各地区の 

     創意工夫の大会内容・・・ご覧下さい。２年後は南クラブの企画の下開催、緊張感を覚えます。 

 縦組み Ｐ１８『友愛の広場』、いつもこのページを楽しく読んでいますが、今月号は「皆出席５０年を省 

     みて」に関心を持ちました。・・・この記事に関連して、横組みＰ４２に全地区の出席率が掲載さ 

     れていますが、２５６０地区は３４地区中３３位、出席率の悪さに驚きました。一人一人、 

１クラブ１クラブの小さな努力の積み重ねと思うのですが・・・。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

石橋君、松谷君

田代君 三条ＲＣの石橋様、松谷様、ようこそいらっしゃました。

三条ＲＣ
周年事業のご案内に参りました。宜しくお願い致します。

馬場(一)君 総会です。半年が終わります。少し気が楽になりました。

～ １２月 ４日 ２４，０００円  今年度累計 ４５５，０００円 ～

ポール・ハリス・フェローになった後、さらに

米貨 1,000 ドル寄付した場合、その人はマルチ

プル・ポール・ハリス・フェロー呼ばれ、レベ

ルに基づいたサファイアまたはルビー入りの

襟ピンが贈呈されます。 

広報・雑誌委員会 木原 崇 君 



 

坂本君

田中（久）君
坪井君

佐藤（秀）君
佐藤（栄）君
西巻君
丸山（征）君

ＢＯＸに協力致します。
坂井君

充分ご注意下さい。
寒くなってきました。ノロウィルスと思われる感染性胃腸炎が流行っています。

いよいよ2007～08年度の役員・理事・委員会の組織が決まり、今日の理事会でご承認いた
大変寒くなりました。ご自愛下さい。

だきました。宜しくお願い致します。
大変寒くなりました。皆さん風邪などひかぬよう注意致しましょう。

久し振りのＢＯＸ担当です。ご協力有難うございました。

安達君、飯山君、岡村君、大原君、木原君、鈴木（武）君、滝口君、田中（悌）君、野崎君、
馬場（茂）君、船久保君

最近の寒さが身にしみる老人からＢＯＸに協力。

久々のクラブ出席です。ＢＯＸに協力。
昨年と同じ日の初雪でした。予報は暖冬ですが大雪にならないことを祈ります。

年末に協力します。

 

 

 

                      

■２００８～０９年度 幹事・ＳＡＡについて              2008～09 年度会長 吉井 正孝 君 

２００７～０８年度役員にもなります、私年度の幹事を鈴木圀彦さん、ＳＡＡを野中悟さんにお願い致しま  

  しました。２００８～０９年度は、馬塲信彦ガバナー就任年度となりますので、例年より変則的な組織になる

かと思われますが、ガバナースタッフと相談しながら組織編制を進めたいと考えております。 

 

  ■２００７～０８年度 役員・理事・委員会組織について   2007～08 年度会長 坂本  洋司 君 

①次年度は当クラブ創立４０周年事業、また、馬塲信彦さんがガバナー  

エレクトに就任され、スタッフの組織編制・事務所開設等、ガバナー関 

係の事業も重なってまいります。その関係から例年よりも 1ヶ月早く委 

員会組織を発表させていただきました。なお、 

・４０周年関係者：坪井実行委員長（副会長兼任）、西巻副実行委員長、  

佐々木副実行委員長、 

・地区役員関係者：馬塲ガバナーエレクト、韮澤地区副幹事 

   に理事に入っていただきました。 

  

 

 

 ②渡辺敏彦ガバナー地区役員として下記の方々にご協力いただきます。（敬称略） 

        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ■４０周年記念事業について               ４０周年実行委員長 坪井 正康 君 

   ４０周年記念式典及び祝賀会の準備の進捗状況を簡単にご報告致します。（あくまでも「案」です） 

   ①４０周年記念式典及び祝賀会 

開催日     平成２０年 ６月１４日（土） ＰＭ４：００～ 

会 場     ハミングプラザＶＩＰ グランドホール （予約済） 

ガバナーエレクト／米山奨学会評議員   馬塲 信彦 

地区幹事 韮澤 喜一郎 

地区資金委員 野島 廣一郎 

クラブ奉仕委員会／会員増強・拡大委員 荒澤 威彦 

国際奉仕委員会／世界社会奉仕・友情交換委員 丸山 征夫 

ロータリー財団委員会／補助金・奨学金委員 野崎 正明 

ロータリー財団委員会／年次寄付・恒久基金委員 田代 徳太郎 

米山奨学委員会／奨学生・学友担当 佐々木 常行 

米山奨学委員会／寄付増進担当 星野 健司 



 

②式典とは別に、当クラブだけで『前夜祭』（内輪の祝賀会）を催 

したい 

③記念講演会の講師を現在 今井 彰氏 を第一候補として折衝中 

  今井 彰 ： ＮＨＫプロデューサー 

（「プロジェクトＸ」プロデューサー） 

④記念誌は式典当日に配布できるよう、出来上がらせる予定 

⑤テーマは我々のロータリークラブをこの機会に見直し、活性化 

 させたいという願いから 

  『三条南ロータリークラブ新たなる出発４０』 とした。 

 

＊他に良いテーマ、良い案があったらお聞かせ下さい。 

＊要するに４０周年は、我々南ロータリークラブのための記念式典である。「明るく、楽しく」 を基本路線と 

していきたいと思いますので皆様のご協力をお願い致します。   

 

■馬塲信彦ガバナー事業について         馬場ガバナー年度地区幹事 韮澤  喜一郎 君 

 

①地区行事予定（南クラブ主幹の下開催されます） 

  ２００８年 ３月      会長エレクト研修セミナー 

        ５月      地区協議会 

       （６月  ４０周年記念式典） 

       １０月 or １１月  地区大会 

②ガバナー事務所について 

 現在の三条ロイヤルホテル内「中條ガバナー事務所」を事務機器 

他備品、電話、ＦＡＸなど全てそのまま引継ぎ、２００７年９月頃 

ガバナーエレクト事務所として開設予定 

 

③馬塲信彦ガバナー年度地区役員について（敬称略）        （２００６年１２月 １日現在） 

ガバナー 馬塲 信彦        

地区幹事 韮澤 喜一郎        

地区資金委員 野島 廣一郎        

地区副資金委員 松崎 孝史        

地区副幹事 鈴木  武   （総務・公式訪問 担当）   

   〃 長谷川 晴生   （クラブ奉仕・地区拡大・広報・オンツー世界大会 担当） 

   〃 佐藤 秀夫   （職業奉仕・社会奉仕 担当） 

   〃 安達  裕   （国際奉仕・新世代奉仕 担当）   

   〃 馬場 一敏   （ロータリー財団 担当）   

   〃 佐藤 嘉男   （米山奨学 担当）   

   〃 齋藤 嘉一   （月信 担当）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 


