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【先々週の出席率】 ８９．８３％
【先週のメークアップ】
坂本洋司君
11/15 三条東へ
嘉瀬 修君 西巻克郎君
11/15 加茂へ
11/15 三条ローターアクトクラブへ
谷 晴夫君

2007~08 年度国際ロータリー第 2560 地区

地区大会プログラム

11/17SAT

会長・幹事・財団・米山委員長会議
朱鷺メッセ ２Ｆスノーホール

13:00～

14:15
15:30
国際ロータリー会長
ウィルフリッドＪ．ウィルキンソン [カナダ]
第2560地区ガバナー 渡 辺 敏 彦 [新潟南]
第４分区ＡＧ

藤 井 三 明 [分 水]

会

長

坂 本 洋 司

幹

事

船久保孝志

Ｓ Ａ Ａ

大 渓 秀 夫

事 務 局
〒955-8666 三条市旭町２－５－１０
三条信用金庫本店内
0256-35-3477 Ｆａｘ 0256-32-7095
E-mail
info@sanjo-minami.jp
URL
http://www.sanjo-minami.jp

16:30
16:50

開会
点鐘・国歌斉唱、Ｒソング「奉仕の理想」
握手タイム
来賓紹介
ガバナー挨拶
ＲＩ会長代理挨拶
各大委員長の報告
講演（Ｒ財団）
Ｒ財団地域コーディネーター
北 清治様（浦和東ＲＣ）
講演（米山）
Ｒ米山記念奨学会常務理事
高木貞一郎様（館林ＲＣ）
閉会 点鐘・諸事お知らせ
シャトル出航（船にてホテルオークラ新潟へ）

国際ロータリー会長代理歓迎晩餐会
17:30
18:00

18:18
18:30
20:00

ホテルオークラ新潟

開場
ＲＩ会長代理ご夫妻入場
開会 Ｒソング「我らの生業」
握手タイム
ガバナー歓迎挨拶
ＲＩ会長代理挨拶
柳都の舞（３曲）
乾杯
直前ガバナー
歓談
Ｒソング「手に手つないで」
閉会

中條耕二様

11/18SUN

本会議 午前の部

朱鷺メッセ ２Ｆスノーホール＆中会議室

開場
開会宣言
・・・
山本地区副幹事
点鐘 国歌斉唱、Ｒソング「奉仕の理想」斉唱
握手タイム
歓迎の挨拶
・・・
渡辺ガバナー
ＲＩ会長代理ご夫妻並びにご来賓 同期ガバナー、
9:40
パストガバナー紹介
・・・渡辺ガバナー
参加クラブ紹介
・・・各ＡＧ
祝電披露
物故会員追悼
ガバナー挨拶
10:08
来賓挨拶・・・泉田県知事（代）、篠田新潟市長
ＲＩ会長代理挨拶並びにＲＩ会長メッセージ
10:35
前年度収支報告・監査報告・収支報告承認
11:00
[大会委員会報告]
登録、資格審査、ガバナー指名、大会決議 各委員会
大会決議案採択
中越沖地震義捐金について
11:10
[各種表彰]
ＲＩ会長賞 ガバナー賞 Ｒ財団表彰 米山奨学会表彰
11:42～12:45 昼食
8:30
9:30

本会議／記念講演

朱鷺メッセ ２Ｆスノーホール＆中会議室

12 :45～14:00
記念講演
記念講演 「日本経済の課題と展望」
講師 慶応大学教授 竹中平蔵先生

本会議 午後の部
14:00
14:20

14:45
15:00

15:30

[活動報告]
ＧＳＥ
Ｒ財団国際親善奨学生 ・ 米山奨学生
青少年交換派遣１年交換学生、受入１年交換学生、夏期交換学生
ローターアクト地区代表 ・ インターアクト地区代表
ライラ研修生代表
2007－08年度ロサンゼルス国際大会アピール
休憩
ＲＩ会長代理講評 会長代理ご夫妻へ記念品及び花束贈呈
直前ガバナー、地区幹事、会計長へ記念品贈呈
ガバナーエレクト挨拶・・・馬塲信彦ガバナーエレクト
ガバナーノミニー紹介
次期開催地代表挨拶 ・・・坂本洋司三条南ＲＣ会長
ガバナー謝辞
点鐘 ・ 諸事お知らせ
・ 閉会

ロータリー親睦交流会
15:35
15:50

16:08
16:20
17:25
17:30

朱鷺メッセ ２Ｆスノーホール＆中会議室

朱鷺メッセ １Ｆ ウェーブマーケット

ウェルカムドリンク
開会 ・ 開会の挨拶
ガバナー挨拶
ＲＩ会長代理挨拶
ウェルカムダンス ＊アルビレックスチアリーダーズ＊
乾杯
・
握手タイム
・地区ゴルフ大会表彰式
分区催物
表彰
Ｒソング「手に手つないで」
閉 会

分区催物
第一分区
＊新発田の宝
「しばた台輪」木遣
＊地区の産業と観光
蕗谷虹児グッズ販売

第二分区

第三分区

第四分区

＊チンドン屋
佐渡南チンドン屋チー
ムの華麗なる演技
＊美しき佐渡：写真展

＊白根凧音頭の舞
＊物産と写真展

＊合唱の夕べ “夢”
“感動”
＊蘇える歴史とロマン
（大河津分水パネル展）
そして特産品の数々

第五分区

第六分区

第七分区

＊ロータリー数え歌の発表

＊混声合唱
＊観光の松之山と
産業の十日町
津南醸造の試飲と販売も

＊謙信出陣
出陣の歌と勝閧
＊観光と物産
地酒 「謙信」の販売等々

＊山本五十六と河井継之助
五十六カレー販売も

ＲＩ会 長 代 理 メッセージ

ＲＩ2710 地区
防府ＲＣ
職業分類：胃腸科

■ＲＩ会長代理 南園 義一（みなみその よしかず）
第 2560 地区は、渡辺ガバナーのもとに、57 クラブ、約 2189 名のロータリアンの皆
様が活躍されていますが、地震や災害に負けることなく、活動を強められ、益々発展
されることを願っています。
地区大会の目的は、地区内のすべてのロータリアン同士の親睦と交流をはじめ、Ｒ
Ｉの活動方針や最近の現況を知り、また、地区内各クラブの活動を話し合うことによ
って、より充実した活動をし、ロータリーを発展させてゆくことが望まれます。
国際ロータリーは、創立以来 103 年目の年を迎えていますが、未来を見つめて、も
っと近代的で、機能的な活動の目標を立てて、将来像を確立しようと努力しています。
2560 地区に於かれましても、魅力的なロータリー活動の進展を目標にして素晴らしい
成果が挙げられますよう、祈念しています。

Ｒ Ｉ 現況 報 告

■国際ロータリー
●2006－07年度予算
●会員
（2007年6月30日現在）

●ロータリーにおける女性
（2007年6月30日現在）

●インターアクトクラブ（14-18歳）
（2007年6月30日現在） 【創設1962年】
●ローターアクトクラブ（18-30歳）
（2007年6月30日現在） 【創設1968年】
●ロータリー地域社会共同隊
（2007年6月30日現在） 【創設1986年】
●ロータリー青少年交換プログラム
（2007年6月30日現在） 【創設1929年】

収
入 ：85,277,000ドル
支
出 ：82,822,092ドル
全 世 界 ：32,943クラブ
1,224,168名
日
本 ： 2,323クラブ
99,574名
全 世 界 ：178,050名
日本：約3,300名
全世界の女性会員の占める割合：14.54％
全 世 界 ：11,141クラブ
推定会員数 256,243名
126国および地理的地域
日本：547クラブ
全 世 界 ： 7,038クラブ
推定会員数 161,874名
163国および地理的地域
日本：257クラブ、 グアム：1クラブ
全 世 界 ： 6,546共同隊
推定会員数 150,558名
77国および地理的地域
日本：28共同隊
年間参加者（推定）：7,000以上
プログラム参加の国および地域数：115以上

渡辺敏彦ガバナー挨拶
ウィルキンソンＲＩ会長のテーマは「ロータリーは分かち合いの心」であります。
皆さんともＰＥＴＳ、地区協議会、公式訪問を通して、ロータリーの情熱を分かち合
ってきました。そして今日、ロータリーの友情と奉仕への誓いを分かちあいたいと思
います。
地区運営方針は「ロータリーを楽しく、地区を元気に」であります。重点目標とし
て会員増強、Ｒ財団の寄付、米山奨学金の寄付を 34 地区中、日本 NO.1 にしませんか
と提案しお願いしてきております。ロータリアン各位のロータリー活動に自己ベスト
を、クラブにおいては、クラブ活動のクラブベストを記録いただけますようお願い申
し上げます。

馬塲信彦ガバナーエレクト挨拶
渡辺敏彦ガバナー年度の「日本一めざして」をさらに応援しよう！
中條ガバナー年度は会員増強で日本一になりました。107 名（女性 14 名）の純増で
した。次の地区は第 2840 地区（群馬県）で純増 11 名（女性 2 名）でした。他の地区
はマイナスでした。本年度におかれましても、渡辺ガバナーが示されておられます三
つの重点目標に真剣にチャレンジしていただき、
「日本一」となりますよう、本気でが
んばろうではありませんか。
三条で生まれ、日本的人物となった『大漢和辞典』の編者・諸橋轍次博士が愛する
故郷の小学校歌に残された言葉「高い望み」
「清い心」を皆様に呼びかけたいと思いま
す。高い望みとは、大臣になるとか、大実業家になるという意味ではありません。今
の自分が一番高いことを望むことであります。

清い心とは、親にも兄弟にも友達にも親切な心で接すること、毎日の生活で嘘を言わぬこと、そして、自分
の行ったこと、行わなければならぬことに責任を持つこと、これが清い心であります。これらのことから、
家庭生活にも、会社経営にも、ロータリー活動にも「今日は昨日より、明日は今日より一段と高い所を望む
ようにしましょう」と皆様に呼びかけてご挨拶と致します。

ガ バ ナ ー ノ ミ ニ ー 紹

介

植木康之（柏崎ＲＣ）
■略歴
生年月日
職
業
■ロータリー歴
1996年
2002～2003年
2003～2004年
2004～2005年

表

彰

１９４４年１１月６日
（株）植木組 代表取締役会長
柏崎ＲＣ入会
地区米山奨学委員
地区米山奨学委員会・米山奨学金増進委員
柏崎ＲＣ 第５３代会長

三条南クラブ、下記の方々が表彰されました。

２００６－０７年度ガバナー表彰
■長寿ロータリアン表彰（年齢８０歳以上かつ在籍２０年以上の方）
田中正佐久君（８６歳 ３９年）
田中 久作君（８５歳 ２７年）
永桶 栄資君（８２歳 ３２年）
■永年連続出席１００％ロータリアン（入会以来連続１００％出席３０年以上の方）
馬塲 信彦君（３９年 ６６歳）
鈴木 武 君（３３年 ６３歳）
丸田 肇一君（３７年 ６７歳）
野島廣一郎君（３０年 ７１歳）
西巻 克郎君（３５年 ７１歳）
坪井 正康君（３０年 ６９歳）
韮澤喜一郎君（３３年 ７０歳）

ロータリー財団表彰
■ロータリー財団寄付 クラブ表彰（一人当たり寄付額が 100 ドル以上のクラブ）
三条南ロータリークラブ（地区 23 位 一人当たり 105.74 ドル）

米山奨学会表彰
■米山功労者 個人表彰 （米山奨学会への業績が大きく、特に注目に値するロータリアン）
馬塲 信彦君
■米山記念奨学金目標達成クラブ表彰（一人当たり寄付額が 17,500 円以上のクラブ）
三条南ロータリークラブ（地区 17 位 一人当たり 18,951 円）

地区大会の様子

