
だきましたが、副会長の坪井先生、ＳＡＡ、親睦委員の皆

様方に心よりお礼申し上げます。 
また、前々日の９月１日は、第４分区のＩＭ（インター

シティミーティング）が分水ロータリークラブ主管の下、

燕市分水公民館で開催されました。当クラブからも１６名

で出席して参りました。出席された皆様方には本当にご苦

労様でした。後程、フォーラムでご報告いただきますが、

よろしくお願い致します。 
 
さて、今日は当社の子会社であります、アークランドサ

ービス（株）のジャスダックへの上場について少しお話を

させていただきます。先ずは、沿革と会社の基本的政策で

すが、 
1993 年に親会社の 100％出資で設立 
カツ丼、豚カツ定食を中心に国内 22 都道府県に 9 業態

126 店舗を展開する外食のチェーン本部 
イタリアンカフェ・シャブシャブ、テンプ亭、赤大門、

お肴や、また、当社ホームセンターのフードコートに、

たこ焼やソフトクリーム、軽喫茶（カントリーボーイ）

を出店。 
 

主力の「かつや」はカウンター席を中心として、店舗

規模は標準で１６坪と大変狭いわけですが、店舗効率が

良く、売上は類似する同業他社の定食店より約 1.5 倍と

高く、出店コストは逆に少なく、投資回収も約２年で可

能であります。 

 
 
 
 

     

8/30 燕ＲＣへ

8/30

8/30

8/31

9/1 米山奨学生親睦交流会（新発田）へ

9/1

【先週のメークアップ】

Ｒ米山奨学会評議委員会（東京）へ

【 出 席 率 】

【先々週の出席率】

会員６３名中４６名　　

８６．４４％

第４分区ＩＭ（分水）へ　１６名

荒澤威彦君　丸田肇一君
丸山征夫君　西巻克郎君

野崎正明君

馬塲信彦君

馬塲信彦君　韮澤喜一郎君
野島廣一郎

星野健司君

地区Ｒ財団委員会（新潟）へ　　

地区諮問委員会（新潟）へ

 
 

 
 
 
 

 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
国際ロータリー会長

[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-maile info@sanjo-minami.jp
URL http://www.sanjo-minami.jp

　ウィルフリッドＪ．ウィルキンソン

 
 
 
                         

 

会 長 挨 拶 坂本 洋司 会長 
 ご挨拶申し上

げます。 
 先週は「夏忘

れ例会」で皆様

には大いに呑ん

で、そして語り、

親睦を深めてこ

られたことと思

います。 
私は残念ながら

欠席させていた



 
直近の経営数字ですが、  

     売上高   ６，６００百万  
     経常利益    ６８０百万 
     当期純利益   ２８４百万 

上場の規模からいってもおそらく売上高は最も小さい規模かと思いますが、経常が 10.3%と高いところに 
魅力を感じられております。 
 ８月３０日の初値は、１８９，０００ 
なぜ上場するのか？ そのメリットとしては 

  ○資金調達（安い金利、または０金利） 
  ○人材の確保が容易 
  ○取引先、またはお客様全てからの信用、信頼が得られる 
  ○社員のモラルの向上                    が上げられます。 
 
 

 
  
  ●渡辺ガバナー事務所より 

① 第 1 回米山奨学委員長セミナー 開催のご案内 
と き   ２００７年 ９月２９日（土）１１：３０～１５：００ 
ところ   ホテル新潟 ３F 

 
② ロータリーレート変更のお知らせ 

９月 １日より 現行 １２２円 ⇒ １１６円 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

  

 

  
 

坂本君

船久保君
鈴木（圀）君
吉田（秀）君 今朝、新潟の病院へ姉を見舞いに、病院がバイパス脇ということもあり往復１時間、

坪井君

田中（久）君
田中（悌）君
相田君、石山君、大渓君、木原君、坂井（範)君、滝口君、田代君、銅冶君、馬場（一）君

飯山君

④今日はフォーラムです。よろしくお願い致します。

ボックスに協力致します。

①一昨日は第４分区ＩＭに出席して参りました。出席された皆様にはご苦労様でした。

本日はＩＭ報告会です。よろしくお願い致します。

②先週の夏忘れ例会、欠席致しましたが、副会長の坪井先生、ＳＡＡ、親睦委員会の

９月１日の分水でのＩＭではお世話になりました。

　皆様方に感謝を申し上げます。
③8/30、当社子会社のアークランドサービス（株）がジャスダックに上場を果たす事
　が出来ました。感謝、感謝です。

若井君、渡邊（光）君

ボックス担当です。皆様のご協力に感謝申し上げます。

高速道の有難さを痛感しました。

書簡の残る暑さも朝晩の涼しさで救われます。

またまた暑くなってきました。朝晩は涼しくなていますので体調をくずさないよう
お願いします。
夏の逆戻りのような暑さです。これを残暑というのでしょう。

 
 
 

～ ９月 ３日 ２８，０００円  今年度累計 ２５９，０００円 ～ 

幹 事 報 告 船久保 孝志幹事



 
 

 

 

「ＩＭ報告会」 

 
     ９月１日（土）１３：００～１８：００ 於：燕市分水公民館 

   【出 席 者】   

       坂本 洋司  馬場 一敏  馬塲 信彦  木原 崇   丸田 肇一  韮澤喜一郎 
       西巻 克郎  野崎 正明  大原 義弘  大久保秀男  佐藤 栄祐  佐藤 秀夫 
       鈴木 武   鈴木 圀彦  谷  晴夫  吉井 正孝  青木 義朗（ガバナー事務局） 
   

 都市連合会（Intercity Meeting）(IM) 
 従来のＩＧＦも厳密にはＩＭの中の一会合であるが、最近広義のＩＭの名称で開催される。 

       近隣都市数クラブが集まって開かれるロータリーの会合。 

       討論の主な内容は、４大奉仕部門をカバーしつつ、ロータリーの特徴やプログラムなどを検討 

       する。クラブ会員全員参加のこの会合の目的は、会員相互の親睦と知識を広めることであって 

       さらに、会員にロータリー情報を伝え、奉仕の理想を勉強するために開催される。 

      決議や決定はない。 

 

   □坂本 洋司 会長 
        今年のＩＭのフォーラムは、２０テーブルに別れて委員会活動をテーマに意見交換された。 

    会長部会では、 

     ①会員増強と退会防止について  ②渡辺ガバナーが推奨されておられる姉妹クラブの締結について  

     ③１０月に受入予定のＧＳＥ（研究グループ交換）について 

     以上、３点を主なテーマとして意見が交わされた。 

     

① について・・・別記資料をご覧下さい。 

② 姉妹クラブについては、渡辺ガバナーは熱心に推奨されておられるが、締結しているクラブの現状 

から莫大な費用と思想等の違いからくるとトラブルなど問題点が多いようである。 

当クラブとしては、今年度はこれに関しては取り上げない考えである。 

     ③ ＧＳＥについて 

       第５５１０地区（米国・アリゾナ州）より 男性３名、女性２名受入 
       第４分区については 

○受入日時     ２００７年１０月２９日（月）～１１月４日（日） 
      ○受入(担当)クラブ  

１０月２９日（月）・・分水  ３０日（火）・・三条東  ３１日（水)・・・加茂・田上あじさい  

       １１月 １日（木）・・見附  ２日（金）・・燕  ３日（土）・・吉田  ４日（日）・・巻 
        ＊三条東クラブ担当にあたっては、三条、三条南、三条北が協力する。 
      ○三条でのスケジュール 
       ・AM １０：００分水より来条（担当：東クラブ） 
       ・昼食 （担当：南クラブ） 
       ・市長表敬訪問及び企業訪問 
         市長表敬訪問 及び コンピューター関連企業訪問 （担当：三条クラブ） 
         ホームセンター関連               （担当：南クラブ） 
         ジャーナリスト関連               （担当：北クラブ） 
       ・宿泊及び送迎 （担当：東クラブ） 
       ・４クラブ関係者による歓迎会を開催予定   
 

□吉井 正孝 会長エレクト （職業分類委員会グループ） 
 

① 職業分類の前に、現状としての重要課題は会員の増強である。 
② 会員増強にあたっては、会費が高いという問題もあるのではないだろうか 

月会費制をとっているクラブもある。 
     ③ 女性会員の入会が今後の会員増強の鍵になってくるのではないだろうか 
        

２５６０地区 第４分区 IM 



□佐藤 栄祐 会員 （ロータリー情報委員会グループ） 
①この委員会グループでは姉妹クラブについての意見交換が活発になされた。 

既に姉妹クラブ・友好クラブを結んでいるクラブの現状から、多額の費用負担、連絡のやりとりの 
困難等、問題点が多いようである。綿密に検討してゆかなければならない課題である。 

 
 
 【ＩＭ配布資料より】会員増強と退会防止に関する資料 
  Ⅰ拡大した３地区 
   ・２５６０地区（新潟県）人口２４５万人 ５７クラブ 2,206 名 

     新クラブ ： 三条東ロータリークラブ 新会員数 ４０名 
    ・２７２０地区（熊本・大分県） 約３００万人 ７６クラブ 2,672 名 
     新クラブ ： 熊本りんどうロータリークラブ 新会員数 ２１名 
    ・２５３０地区（福島県）人口２１１万人 ６５クラブ 2,562 名 
     新クラブ ： 南相馬ロータリークラブ 新会員数 ２２名 
 
 Ⅱ会員増強を達成したのは２地区のみ・・・２５６０地区・２８４０地区 
   ・２５６０地区 純増会員：１０７名  クラブ数：５６から５７クラブ 

 ・・・純増日本全国３４地区 NO.1 達成 
    ・２８４０地区 純増会員：１１名     ・・・    〃      NO.2 
  
  Ⅲ第４分区 ３０名以下のクラブ 
    ・見附ＲＣ 2006.7.1   ３２名（女性０名） → 2007.6.末 ２９名（ピーク４４名） 
    ・燕ＲＣ        ２８名（  ０名）  →       ２６名（ピーク４９名）     
      ・巻ＲＣ        ２０名（  ０名） →       ２０名（ピーク３８名） 
    ・田上あじさいＲＣ   １２名（  ２名） →       １２名（ピーク３８名） 
 
  Ⅳ女性会員の多いクラブ 
    ①柏崎中央 １１名  ②村上 ８名  ③新潟万代 ７名  ④五泉 ６名  ④長岡東 6 名 
    ⑥直江津 ５名  ⑥加茂 ５名  ⑧三条東 ４名  ⑧中條 ４名 
  
  Ⅴ 

年間平均
出席率

三条 88.65 60.7 40,000 250,000

燕 73.72 62.85 10,000 200,000

加茂 85.70 60.9 20,000 195,000

三条南 90.10 63.1 30,000 250,000

分水 81.48 57.4 20,000 180,000

見附 81.17 59 20,000 192,000

吉田 85.80 61.5 30,000 192,000

三条北 80.15 56 20,000 230,000

巻 73.80 60.7 20,000 180,000

田上あじさい 80.49 58 10,000 180,000

三条東 87.35 54.2 10,000 240,000

81.70 59.2 26,382.70 198,789.60

第

4

分

区

地 区 平 均

クラブ名 平均年齢 入会金 年会費

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


