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会長挨拶
三条南ロータリークラブ会長

荒澤 威彦

本日は、
三条ＲＣの若槻会長と杉山さんがいらっしゃっ
ています。ようこそお出でくださいました。
11 月 9 日に新潟南ＲＣ60 周年記念式典でホテルオ
ークラ新潟へ行ってきました。式典から始まり、バイオ
リンやハープの記念コンサート、
続いて新潟芸妓総揚げ
での懇親会がスタート。さすが県内最大 104 名のクラ
ブというだけあって盛大に行われました。

新潟南 RC 記念式典にて

さて、10 月 26～27 日には今年度地区大会が催さ
れました。いつもとは違うところは、久ぶりに次々年度
会長である「ノミニー」が決定していることでした。こ
れもガバナーの分区持ち回り、
に拠るところでしょうか。
今年 2 月に当クラブへ卓話に来ていただいた高尾茂典
氏（新潟中央ＲＣ）が紹介されました。
大会の内容はこの後、
参加された人から報告していた
だきますので、ここからは、2018－19 年度ガバナー
表彰を発表させていただきます。
（いずれも 2019 年 7 月 1 日現在）
◆長寿ロータリアン表彰【地区全体で 19 名】
●85 歳以上で且つ在籍 20 年以上
渡邉久晃君 87 歳 在籍 47 年
◆永年在籍ロータリアン表彰【57 名】
●在籍 40 年以上
馬塲信彦君 51 年 西巻克郎君 47 年
渡邉久晃君 47 年 野島廣一郎君 42 年
坪井正康君 42 年
◆永年出席 100％ロータリアン表彰
●100％通算 50 回以上【5 名】
馬塲信彦君 51 回
●100％通算 40 回以上【21 名】
西巻克郎君 47 回
野島廣一郎君 42 回
坪井正康君 42 回
●100％通算 30 回以上【71 名】
佐藤秀夫君 34 回

◆本日の出席：47 名中 32 名
◆今年度の累計出席率：86.12％（11/18 まで）
◆ヴィジター：若槻八十彦君 杉山幸英君（三条 RC）
◆先週のメークアップ
▶10/21 歴代会長会議へ 馬塲信彦君 西巻克郎君 佐藤
秀夫君 大溪秀夫君 坂井範夫君 佐々木常行君 星野健司
君 田代徳太郎君 荒澤威彦君 長谷川直哉君 ▶10/24 燕
RC へ 加藤峰孝君 船久保孝志君 阿部隆樹君 ▶10/26
職業奉仕委員会へ 渡辺和宏君 内藤豊大君 ▶10/29 三
条北 RC へ 野島廣一郎君 星野健司君 渡辺久晃君 杉井
旬君 ▶10/30 三条 RC へ 永桶俊一君 野島廣一郎君
佐々木常行君 杉井旬君 ▶10/31 三条東 RC へ 佐々木
常行君 坂本洋司君 杉井旬君 平松修之君 ▶11/4 五十
嵐川クリーン作戰へ 荒澤威彦君 熊倉高志君 名古屋豊君
星野健司君 吉沢栄一君 ▶11/9 新潟南 RC60 周年記念
式典(新潟市)へ 荒澤威彦君 長谷川直哉君
◆幹事報告 長谷川 直哉 幹事
●R12560 地区インターアクト委員長より
①「第 2 回地区行事」の御案内 日時：:2019 年 11 月 23
日 (土) 11：00～20：00 場所：上越市高田屋交流会高田
小町ほか ②「年次大会報告書」が送付されています。受付で
閲覧してください(3 月 13～14 日新潟市にて開催。木村譲青
少年奉仕委員長出席)
●三条ローターアクトクラブより例会案内と卓話依頼
11 月第一例会 11 月 14 日(木) 19：30～21：00
リサーチコア 4 階(異業種交流室)にて
11 月第二例会 11 月 28 日(木)(時間場所：第一例会に同じ)
卓話：三条南ロータリークラブより木村譲青少年奉仕委員長
(出席希望の方は事務局へ)
●日本のロータリー100 周年実行委員会より
「ロータリーに関する意識調査」アンケートの依頼
各クラブ 5 名 該当者にお渡しします。御協力宜しくお願いし
ます。締切：11 月 20 日 (水)
●三本進一第四分区ガバナー補佐より「みつけ新聞」
寄贈 先
の IM での講演「ポリオ根絶に向けたロータリーの歩み」を掲
載。
（会員全員に配布）
●R12560 地区大谷ガバナー事務所より
「地区大会」の御礼状
●五十嵐川クリーン作戦実行委員会より 参加の御礼・報告

国際ロータリー会長 マーク・ダニエル・マローニー（米国）
第2560 地区ガバナー 大谷 光夫（高田）
第４分区ガバナー補佐 三本 進一（見附）
会 長
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地区大会
日時：2019 年 10 月 26～27 日

会場：やすね／デュオ・セレッソ
ホスト：高田 RC 以下
第 7 分区 8RC

今年は空き缶が多くみら
れました（例年の 4 倍）
。
区間を１㎞短縮しました
が、ごみの全体量としては
昨年の 2 倍、２㌧トラッ
ク満杯でした。
【参加者】荒澤君 熊倉君 名古屋君 星野君 吉沢君

◆理事・役員会報告
日時：2019 年 11 月 11 日（月）12：15～12：25
会場：三条信用金庫３階ロビー
出席：１４名中７名
議事１．慶弔費支出について…………………承認
議事２．三条ローターアクトクラブ
活動支援金支出について……承認

ようこそ三条南ＲＣへ
三条ＲＣ 若槻 八十彦 会長
杉山 幸英 社会奉仕委員

認知症三条市民フォーラム
2019 年 12 月 7 日（土）
午前 9 時 30 分～
於：ジオワールドＶＩＰ
ご家族で御参加ください。
また、当日 2～3 名の
ご協力をお願いいたします。

ニコニコボックス
11/11 11,000 円 累計 202,000 円
若槻君 杉山君（三条ＲＣ）
「本日は認知症三条市民フォーラ
ムのＰＲでうかがいました」
荒澤会長「祝賀御列の儀が 11/10 に行われました。日本は平
和でよい国です」
長谷川幹事「今日は令和 1 年 11 月 11 日、指五本に見立て
て爪の日です。今日は正しい爪切りで『爪切りブレイク』
を楽しんで下さい」
坂井君 田代君「三条ＲＣ若槻さん、杉山さん、ようこそいら
っしゃいました」
大渓君、銅冶君、渡邊（光）君、渡邉（久）君
「BOX に協力します」
齋藤君「BOX にご協力ありがとうございました」

出席レポート
【石山昌宏会員】上越の地で開催さ
れた地区大会に参加してきました。
市内４クラブ乗り合わせて、2 台の大型バスで行っ
て来ました。朝 8 時出発で、ちょっとした大人の遠足
といった感じになりました。これも良い思い出です。
特に印象に残って
いるのが、活動報告
です。米山記念奨学
生・青少年交換派遣
長期交換学生・青少
年交換派遣短期交換
学生・青少年交換長期受入学生の皆様が登壇して発表
されました。ロータリーの良さを改めて実感する良い
機会となりました。
【平松修之会員】午前の部は大谷ガバナーの挨拶に始
まり、花角新潟県知事、村山上越市長等の来賓挨拶が
続き、ＲＩ会長代理の渡辺様のメッセージや大会委員
会の報告、各種表彰などで終わりました。
午後からは記念講演と
して糸魚川市出身のフリ
ーキャスター伊藤聡子さ
んの講演がありました。
「新潟から日本を変え
る！ これからの企業の
あり方」という演目で、内
容はとても濃く、そして楽しい内容でしたのでホーム
ページ等での紹介を期待しております。
講演後は米山記念奨学生、交換留学生等の活動報告
があり、４時からは親睦
交流会が開かれました。
アトラクションで陸上自
衛隊新発田・高田駐屯地
音楽クラブの演奏があり
ました。このような大会
ではあまり聞くことの出
来ないタイプの演奏でしたので、迫力のある音はとて
も楽しめました。この後ゴルフ大会の表彰式があり、
とても和やかに終始過ごすことが出来ました。

出席者：荒澤威彦君、西巻克郎君、平松修之君、松﨑孝史君、
銅冶康之君、田代徳太郎君、石山昌宏君，名古屋豊君、長谷川
直哉君、吉沢栄一君、木村譲君、永桶俊一君、渡辺和宏君

