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【出席率】    会員６４名中４９名 http://www.sanjo-minami.jp

  【先々週の出席率】８８．１７％ 
 【ヴィジター】  三条北ＲＣより   今井克義君  中條耕二君 
          米山奨学生     谷 文光さん 
 【先週のメークアップ】 
     ６／２８ 三条北ＲＣへ    韮澤喜一郎君  大久保秀男君  坂井範夫君 
     ６／２９ 三条ＲＣへ     丸山徹夫君   野島廣一郎君  佐藤秀夫君  田中悌司君 
     ６／３０ 燕ＲＣへ      天田 匡君   若井 博君 
     ７／ ３ 国際奉仕・青少年交換・Ｒ財団委員長オリエンテーション（新潟）へ 
                    安達 裕君   丸田肇一君  
    
 
 
           
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２００５年７月４日 第１７５０回 本年度第１回 
第２５６０地区 三条南ロータリークラブ 

今週の おゝロータリアン  
下の線画をクリック！ 

石山直前会長、佐藤会長 バッチ交換 

神　成　粛　一　(新潟西)

会  長 幹  事 S A A

〒955-8666

e-mail   info@sanjo-minami.jp URL http;//www.sanjo-minami.jp

国際ロータリークラブ   会  長

第 ２５６０ 地 区   カ バ ナ ー

第４分区アシスタントガバナー

三条南ロータリー事務局

佐　藤　栄　祐

片　山　　   弘　   (燕)

カール・ヴィルヘルム・ステンハマー(スウェーデン)

ｔｅｌ ０２５６－３５－３４７７ ｆａｘ ０２５６－３２－７０９５

荒　澤　威　彦船久保　孝  志

三条市旭町２－５－１０ 三条信用金庫本店内
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佐藤 栄祐 会長 
 

会 長 挨 拶 

ご挨拶を申し上げます。 

    石山会長をはじめとして、理事役員の皆様大変御苦労様でした。   

水害に、地震、追い打ちをかけて大雪と大変なる年度でありまし   

た。加えて地区内に生じた不祥事と心休まる事のなかった一年で  

ありました。御苦労様でした。 

扨て、私は、２００３年１０月２８日、大元老 田中正佐久様よ    

り引導を渡されましてより、足掛け３年じわじわとプレッシャー  

を感じながら、今日本番を迎える事と相成りました。 

今年は、ロータリー新世紀に向けての最初の年、また、期せずし 

て三条では合併による最初の一年であります。全てが再出発の年  

の様に感じられます。私見を申し上げて恐縮でありますが、少し背伸びをしすぎているのではないかと感ず 

るのであります。背伸びして見るのは、森進一の海峡でありまして、内なるものに目を転じ疎通を図り、互 

いに理解し合って、磐石なる組織の再構築の年と考えております。 

そこで、特に私年度では、「老若共に遊ぶ」をテーマに親睦を最重要と考えまして、夜の例会の回数を増や 

し、一層の親睦を図ることに致したく考えております。 

会員増強につきましては、諸般の情勢から女性会員やむなしと考えております。皆様からの御推薦をお待ち 

致しております。 

今年度事業の一つとして米山奨学生の件が発生致しました。中国からの留学生ですが、昨今の日中関係を考 

えますといささか疑問が生じます。皆様にも同様に感じられることと思いますが、そこがロータリーのロー 

タリーたるところでありましょう。大きな気持ちをもって迎えてやらねばいかんと考えております。 

私としたことが大変お硬い御挨拶になってしまいました。 

佐藤座、公演初日の幕明けにございます。どうぞ皆々様の温かい御支援をいただきまして無事千秋楽が迎え 

られますよう 

      隅から隅まで ず ず ずいと  

御願い上げたてまつります。 
  
 

     船久保 孝志 幹事 幹 事 報 告 
  

    ●横山直前ガバナー事務所より 事務所閉鎖のお知らせ 
    ６月３０日をもって事務所閉鎖 

７月２１日まで直前ガバナー事務所として残務処理 
  ●神成ガバナー事務所より 
    国際ロータリー第２５６０地区  

２００５～０６年度ホームページ開設のご案内 
    ＵＲＬ http://rid2560niigata.jp

        ※南クラブのホームページ「ロータリークラブとは」「会    
員とのリンク」からもアクセスできます。 

●吉田ロータリークラブより 創立２０周年記念式典のご案内 
    日 時  ２００５年 ９月２５日（日） １１：００～１４：４５ 
    会 場  吉田町産業会館 
    ※１５名の出席要請・・・理事役員、新会員の皆様にご出席お願い致します。 
 
 
 
  ◎親睦委員会       野中  悟 委員長 

委 員会報告 

            納 涼 例 会 のご案 内 
     と き      ７月２５日（月）  
     ところ      嵐  渓  荘        
     集合場所・時間    三条市役所前 （第一便）ＰＭ５：００出発  （第二便）ＰＭ６：００出発 
     取消し      ７月２２日（金）ＰＭ４：３０までにご連絡下さい。無駄のでませんようご協力 
              お願い致します。 
     ＊入浴できます。ご希望の方は第一便にご乗車いただけるとお時間がたっぷり取れます。 

    今年度親睦行事 第一弾！ 多くの皆様のご出席をお待ちしております。   

http://rid2560niigata.jp/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

～７月 ４日 ￥４３，０００ 今年度累計 ￥４３，０００～  
 
  三条北 中條耕二君 
          石山前会長、佐々木前幹事、大任を果たされおめでとうございます。 
          佐藤新会長、船久保新幹事のご活躍とご健勝を心よりお祈りします。 
  三条北 今井克義君 
          最も尊敬する先輩の佐藤栄祐新会長に敬意を表して。 
  旧メンバー 田中康雄君 
          佐藤軍団 ガンバレ！！    
  佐藤（栄）君  佐藤座公演初日、幕明けでございます。無事千秋楽が迎えられますようお願い申し上げます。 
  船久保君    一年間メンバーの皆様にはお世話になります。ご指導、ご協力宜しくお願い致します。 
  荒澤君     今日から一年間ＳＡＡを務めさせていただきます。宜しくお願い致します。  
  馬場（一）君  一年後のスタートです。佐藤会長はゴールへ、私はスタートへと毎週が始まります。 
  石山君     会長、幹事慰労会有難うございました。本年度の佐藤丸の船出お祝い申し上げます。 
  佐々木君    佐藤会長、船久保幹事一年間ご苦労さまです。頑張って下さい。 
  武藤君     佐藤年度、おめでとうございます。ご活躍をお祈り致します。 
  田中（正）君  佐藤内閣誕生おめでとうございます。よろしくお願い致します。 
  馬場（茂）君   佐藤栄祐会長、船久保幹事さん始め新年度の役員の皆様大変ご苦労様です。ご健闘をご祈 

念します。  
    相田君     新年度、佐藤会長の活躍を期待して。 
  鈴木（圀）君  佐藤年度今日から始まりました。担当の方々御苦労様です。 
  嘉瀬君     待ちに待った佐藤会長年度の始まりを祝して、ＢＯＸに協力します。 
  西巻君     佐藤年度いよいよ今日からスタート、一年間のご指導宜しくお願いします。ご活躍をご祈 

念して。 
  西野君     佐藤会長、船久保幹事、一年間ご苦労さまです。その他の役員の方々にもお世話になります。 
  田中（久）君  佐藤会長、船久保幹事始め役員の皆様、これから一年間大変ご苦労様でございます。 
  坪井君     新しい年度に入りました。佐藤会長以下新執行部の皆様頑張って下さい。 
  野水君     石山さんご苦労様でした。佐藤先生一年間ガンバッテ下さい。 
  鈴木（武）君  いよいよ新年度、佐藤丸の船出です。ボンボヤージュ！ 
  韮澤君     佐藤栄祐会長、船久保幹事、今年度ご苦労様です。宜しくお願い致します。 
          ７月１３日が近づいて参りました。昨年の様なことが無いよう念じて！！ 
  滝口君     ２日は天気予報は大雨になると言っていましたが、降らないでゴルフを楽しむことが出来 

ました。今年は一度も雨に降られません。ラッキーです。 
  丸山（征）君  台湾から帰ってきたら母が８８才になっていました。 
  飯山君     一年間の親睦委員を終わり楽々しました。 
  安達君、大渓君、木原君、草野君、佐藤（秀）君、白倉君、住谷君、田代君、銅冶君、野崎君、野島君、 
  星野君、丸田君、吉田（衛）君、渡邉君 
          佐藤丸の船出を祝して！  
  大原君      スマイルボックス委員会です。皆様のご協力有難うございました。今年一年間宜しくお願 

い致します。 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                   Ｃ Ｌ Ｕ Ｂ ・ Ｆ Ｏ Ｒ Ｕ Ｍ 
   
 
  ■ ２００４～０５年度 収支会計報告    木原  崇 前年度会計 
 
  ■ ２００４～０５年度 １００％ 出席賞  丸田 肇一 前年度出席委員長 
 
  【１００％出席者】 
   天田 匡君    荒澤威彦君    飯山勝義君    五十嵐勇君    石山荘一君 

   大久保秀男君   大渓秀夫君    嘉瀬 修君    木原 崇君    坂井範夫君  

   佐々木常行君   佐藤栄祐君    佐藤秀夫君    佐藤嘉男君    鈴木圀彦君 

   鈴木 武君    田代徳太郎君   田中久作君    田中正佐久君   坪井正康君 

   永桶栄資君    西巻克郎君    韮澤喜一郎君   野崎正明君    野島廣一郎君 

   長谷川晴生君   馬場一敏君    馬場茂夫君    馬塲信彦君    星野健司君 

   丸田肇一君    丸山徹夫君    丸山征夫君    武藤昭三君    吉井正孝君 

   吉田 衛君    若井 博君     （３７名） 

   ＊ 年間出席率  ９１．９８％ 

   ご協力有難うございました。感謝申し上げます。    
 
 



    

 
 

この方は どなたでしょうか？ この方にお聞きしました。 

 
Ｑ１ あなたの年齢は     Ａ： ６６歳  

Ｑ２ ご趣味は          Ａ： これといって特筆するものなし 

Ｑ３ もし若くなれるとしたら何歳くらいになりたいですか Ａ： 高校生時代 

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： 芸能関係  

Ｑ５ １つだけ望みが叶うなら何を望みますか  Ａ： 歌手  

Ｑ６ 思い出に残るロータリーの出来事はありますか  Ａ： アメリカ研修旅行 

Ｑ７ そのほかお話したいことはありますか      

   Ａ： 毎週の○○○○（漢字４文字）に悩みます

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。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【上に戻る】

          


