【 出 席 率 】 会員５８名中４７名
【先々週の出席率】 ９４．６４％
【先週のメークアップ】
馬塲信彦君 安達 裕君
11/11 栃尾ＲＣへ
馬塲信彦君 韮澤喜一郎君
11/12 柏崎ＲＣへ
11/13 新潟西ＲＣへ 馬塲信彦君 韮澤喜一郎君
11/17 高田東ＲＣへ 馬塲信彦君 韮澤喜一郎君
11/18 田上あじさいＲＣへ 馬塲信彦君 松﨑孝史君
11/19 長岡東ＲＣへ 馬塲信彦君 韮澤喜一郎君
11/20 三条東ＲＣへ 山村 登君
11/22 第3・第4分区会員増強会議へ
長谷川晴生君 鈴木圀彦君
11/25 直江津ＲＣへ 馬塲信彦君 佐藤秀夫君
11/26 雪国魚沼ＲＣへ 馬塲信彦君 佐藤嘉男君
野島廣一郎君
11/28 燕ＲＣへ

会 長 挨 拶
※1890 回・15 回週報「地区大会号」は後日
配布されます地区大会報告書に代えさせてい
ただきます。
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吉井

正孝 会長

こんにちは。
本日は他クラブ
からのお客様は
いらっしゃいま
せん。
代わりに「新
会員」をお迎え
しています。8
年間、当、南ク
ラブに在籍いた
だき、いろいろ
お世話になったＪＴＢの天田支店長が、この度めでた
く本社に栄転されました。この天田さんに代わって
「つくば」から、三野輪さんをお迎えすることができ
ました。後程ご挨拶をお願いいたします。

さて今日も「今日は何の日」から始めます。今日は
皆さんにとって、とっても身近な「記念日」なのです。
昭和 33 年（1958 年）12 月 1 日。最高額の紙幣と
して、初めて一万円札が発行されました。その時の絵
柄はお馴染み「聖徳太子」。ただ聖徳太子は、初めて
紙幣に登場した訳ではなく、既に百円札で４回、千円
札で 1 回、五千円札で 1 回、お札の絵柄に採用されて
いたのです。これ程数多く、公的に世に登場した人物
はこれまでも、そしてこれからもおられないので
は・・・と推察します。それだけ聖徳太子が国民から
敬愛されている証拠かも知れません。
そして、今日から師走です。私は今シーズン、二度
目の風邪をひいてしまって、喉は痛いし咳は出るし、
鼻水は止まらないし・・・で、困っています。きっと、
我がクラブの 4 つの大事業「ＰＥＴＳ」
「地区協」
「40
周年」、そして 11 月 16 日の「地区大会」と、お陰様
で成功裡に終了することができました。これまでプロ
ジェクトの皆様はじめ、会員各位に大変お世話になり
ました。改めて厚くお礼申し上げます。さぞ馬塲ガバ
ナーも喜んでおられることと思いますが・・・。これ
ら大イベントが無事終了したことで、私も一種の「燃
え尽き症候群」にやられたのかも知れません。事実、
まだ半年あるにも拘らず「もう殆ど終わった」ような

空気が支配的だった私でしたから・・・。
話変わって今度は「還ってきた国旗」の話をいたします。別に国際問題ではありません。
1989 年 8 月。三条・三条北・燕、そして三条南の 4 クラブで、ＪＲ燕三条駅に 25 ヵ国の国旗とスタンド 2
基を寄贈しました。当時 1 クラブ当たり 62.500 円の負担と聞いております。
ロータリーの賓客に限らず、燕三条駅を利用される各国のお客様を、駅頭でその国の国旗と日章旗でお迎え
する為、ＪＲ側がホームで掲揚する目的に寄贈したものでした。
ところが、この度の地区大会で来条される韓国からの「ＲＩ会長代理」を駅頭でお迎えする為、燕三条駅で
この掲揚をお願いした際、ＪＲ側に断わられ、初めて解った事実がありました。
近年、外国からのお客様も世界各国から多数にわたっている現実。併せて、かえって目立ってしまい、テ
ロの標的にも成り得ることから、ホーム上でのこれ等の行為は、現在禁止事項となっているとの事。なるほ
ど言われてみれば、昔、新婚カップルの見送りに、ホロ酔い気分でクラッカーや胴上げでにぎにぎしく旅行
に送り出す光景が、最近は余り見られなくなったのも、この辺に原因があるのかもしれません。要は「ホー
ム上で余り派手な行動は困る」と言うことなのです。
そこで先日、寄贈 4 クラブで話し合った結果、ロータリーはじめ他団体が必要な時、これを貸し出し、常
時は南クラブが保管しておくことになり、今朝、私と鈴木幹事の 2 名で燕三条駅から返還して貰ってきまし
た。ですから皆様の中で、必要とする場合は、申し出て頂ければ、何時でもお貸し致します。俗に「やって
取るのは、泥棒より悪い」とか言い、内心、多少の抵抗感はありましたが、マッいいか・・・！と、喜んで
受け取ってきました。
今日の会長挨拶はこの辺で・・・。

□三野輪

明人（みのわあきひと）君

生年月日
勤務先
勤務先住所

自宅
家族
趣味

1964（Ｓ39）年 5 月 27 日（44 歳）
（株）ＪＴＢ関東 三条支店 支店長
三条市旭町 2－2－25
ＴＥＬ
35－5031
ＦＡＸ
35－3915
Ｅメール a_minowa527@jtb.jp
（茨城県土浦市より）
＊現在お住まいを探しておられます
妻、長女、次女
ウォーキング ジョギング 海釣り

地区大会における

■ガバナー賞

坂本

2007～08 年度ガバナー表彰

個人表彰

洋司 君

「会員増強賞」
・・・新入会員を 3 名以上増強した
ロータリアン表彰

■ロータリー財団表彰
個人表彰「地区奉仕賞表彰」

馬塲

信彦 君

・・・財団への業績が大きく、注目に
値するロータリアン表彰

クラブ表彰

三条南ロータリークラブ（第 5 位）
・・・クラブの個人平均寄附額上位 10 クラブ表彰

幹 事 報 告

鈴木

圀彦 幹事

●馬塲ガバナー事務所より ロータリーレート変更のお知らせ
12 月１日より
現行 １ドル 100 円 → 96 円
●第３分区、第４分区会員増強会議 報告
11 月 22 日（土）10：30～ 於：三条ロイヤルホテル
※ 長谷川晴生地区副幹事、 鈴木幹事出席

＊

市内４ＲＣ会長幹事会

報告

①市内４ＲＣ合同例会について
「ロータリー理解推進月間」に因んで横山芳郎パストガバナーをお招きし合同講演例会を開催いた
します。
日
時
2009 年 1 月 21 日（水） ・・・1 月 19 日（月）の例会を振替
会
場
ハミングプラザ ＶＩＰ グランドホール
日
程
12：00～
食事
12：30
開会点鐘
12：35～
講話
13：40
閉会点鐘
演
題
「ロータリー温泉会員 Enjoy Rotary !」
②ワンコイン登録料について
後期より ワンコイン登録料廃止

～・

１２月

正規の登録料になります。

１日 ７８，０００円

今年度累計 ４１７，０００円

・～

田中杏子様

御礼（地区大会での故田中正佐久様 地区功労者特別表彰）

野水君

寒くみぞれの降る中、母の葬儀にご参列くださいまして有難うございました。

吉井君

11/16の地区大会、皆様のご協力で成功のうちに終えることができました。厚く御礼申し上
げます。これでＰＥＴＳ・地区協・40周年・地区大会と4つの大事業が全て終わりました。
重ねて有難うございました。
鈴木（圀）君 11月22日に第３分区、第4分区合同の「会員増強会議」に出席しました。
吉田（秀）君 地区大会が終わりました。大久保先生はじめ皆様のご協力に感謝申し上げます。
大久保君・大原君・木原君
地区大会では皆さんにお世話になりました。大変有難うございました。
ＲＩ第2560地区ＰＥＴＳ・地区協・地区大会＆記念ゴルフ大会、三大大会が終了致しまし
韮澤君
た。ご協力に感謝申し上げます。
渡邉（久）君 ○地区大会立派に出来たので感心しました。
○孫が有名小学校に合格しました。
西巻君
地区大会は皆様ご苦労様でした。無事終わりました。
坪井君
地区大会、成功おめでとうございました。関係者の皆様ご苦労様でした。
12/1付で大宮本社に異動となりました。例会が振替休会にあたりご挨拶が出来ず申し訳ご
天田君
ざいませんでした。後任の三野輪を宜しくお願いします。
今日から前任の天田に替わりお世話になります。新潟で生活するのは初めてですので公私
三野輪君
に亘りご指導の程どうぞ宜しくお願い致します。
佐藤（秀）君 ＪＴＢ新支店長 三野輪さんを歓迎してＢＯＸに協力します。
田代君
ＪＴＢ支店長 天田さんにはいろいろお世話になりました。ＢＯＸに協力します。
佐藤（栄）君 野崎さんの真前の席でしかたなく（この不況下に）ニコニコ致しました。
田中（悌）君 晴れた日、それだけで幸せ。
船久保君、平松君、馬場（一）君、佐々木君、坂本君、熊倉君、大渓君、荒澤君
ＢＯＸに協力致します。
ＢＯＸ担当です。皆様のご協力に感謝致します。
野崎君

月信
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国際ロータリー第 2560 地区第 2 分区 インターシティーミーティング（Ｉ．Ｍ）
「これで良いのか ロータリー」
2008 年 9 月 20 日（土） 会場：ホテル新潟
今年のＩＭはロータリーの基本を見直す事を主題に、
「これで良いのかロータリー」と
提し、進んで参加し色々な角度から討議して頂き問題点を抽出し、それを今後のロー
タリー活動に生かすとともに会員相互の親睦、そして会員にロータリーの情報を伝え、
奉仕の理想を勉強する場にして頂ければと思っております。
より良いロータリーを目指し進んで討議を行いください。
第 2 分区ＡＧ
寺嶋一夫（新潟東 RC）

まとめ

寺嶋アシスタントガバナーのテーマ「これで良いのかロータリー」に添って 12 テーブルに分かれ、本
音で討議してもらい、その中で特に疑問があり解決しなければならない点を実行委員会の感想としてまと
めてみました。
まず寄付金の問題ですが、ロータリー財団や米山奨学金などは地区から寄付目標が示され、なかには一
方的に強制されるがごとき状況であるが明確な会計報告がされていない不満が多く、協力を呼びかけてい
る以上明確な会計報告が必要ではないだろうか？ 又、青少年交換も会員の家庭にホームステイさせると
いうルールがあるのに、会員がホームステイを受けられなくなっている状況である。青少年交換や米山奨
学生についても今まで通りのやり方では続ける必要はないのではないだろうか？
又、各種事業に（ＩＭ・地区大会 etc）にお金を掛けすぎていないかなど、ロータリー運営そのものを根
本的に見直さなければ!!という意見で大変に盛り上がったＩ.Ｍでありました。
今回のＩ.Ｍに参加頂いた多くの会員の皆様、そして佐渡南ロータリークラブ、万代ロータリークラブの
皆様にはより多くの参加を頂き、本当に有り難うございました。心からお礼を申し上げ実行委員のまとめ
と致します。
ＩＭ実行委員会委員長 花垣 春男（新潟東 RC）

2008-09 年度 第 2560 地区クラブ紹介
会員増強を最優先

佐渡 RC
川口 徳一 会長

27 年ぶりに島の空にトキが飛ぶ、加えて佐渡金銀山が世界文化遺産登録
に向け脚光を浴びている。しかし、島の産業や地域の活力は依然として明る
い兆しは見えてこない。
このような環境の中、わが佐渡ロータリークラブは、会員の退会がここ数
年目立ち、その上新会員の加入もままならず、クラブの維持運営や奉仕活動
にきびしいものがある。今年度も会員増強を最優先に、地域社会に密着した
クラブ・奉仕活動を展開し、地域から理解され信頼されるクラブづくりに邁
進したい。

歴史は 1/3 世紀

新潟西 RC
鈴木 賢一 会長

1975 年、新潟市内（当時の）4 番目のクラブとして 23 名にて産声をあげ
ました。2005～06 年には神成ガバナーを輩出させて頂くことができ、皆様
には大変お世話になりました。26 年間継続中の「新潟西地区中学校親善野球
大会」は、私たちの中心的社会奉仕事業です。毎年 8 月に地元球場を 2 日間
貸し切って、新人戦の意味合いを持つ大会を開催運営しております。抽選会
の例会には監督さん、主将、副主将を招待して昼食を共にしますが、生徒さ
んの豪快な食欲には毎年感嘆しきり…
現在会員は 31 名で、4 名の増強が目標です。ゴルフに野球、アルコールと
昼夜を問わず（？）元気に楽しく活動しております！

