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荒澤 威彦
この度、新潟大学病院敷地内に「ドナルド・マグドナ
ルド・ハウス」を建設するにあたり、2560 地区のロー
タリークラブで後援してほしいとの話があります。具体
的にはまだ何も決まってはおりませんが、とりあえずは
「ロータリークラブ」の名前を連ねたい、ということの
ようです。ちなみに建設費は 1・9 億円、全 10 室、令
和 4 年４月竣工予定です。
「ドナルド・マグドナルド・ハウス」とは、闘病して
いる子どもと付添いの家族のための滞在施設です。生命
保険業界では５年ほど前から協力していて、私も神戸の
施設に行ったことがあります。
日本では 1999 年から公益財団法人ドナルド・マグ
ドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパンが運営協
力しています。
アメリカ生まれで今や世界で 42 ヶ国に広がり、日本
国内では12か所、
小児病棟の近くで運営されています。
ひとり 1 日 1,000 円で利用でき、費用はすべて企業や
個人の寄付募金でまかない、運営は地域のボランティア
によって支えられています。
「第二の我が家」がコンセプ
トで、バス・トイレ付のベッドルーム、家族で食事がで
きるキッチン、リビング、ランドリーの設備があり、利
用する家族同士が自然にコミュニケーションできるよ
うになっているため、付添う家族にとって大きな力にな
っております。
何らかの要請が参りましたら、どうぞ宜しくお願いし
ます。

◆本日の出席：47 名中 30 名
◆今年度の累計出席率：84.51％
◆先週のメークアップ：▶11/26 三条ローター
アクトクラブへ 木村譲君

◆幹事報告 長谷川直哉幹事
●燕ＲＣより 「創立 60 周年記念式典」のお知らせ
日時：2020 年４月 25 日(土)午後２時 30 分開式
場所：燕三条ワシントンホテル
●三条市 PTA 連合会より「第３７回ふるさと絵画コンクー
ル」協賛の御礼 11 月 23～24 日表彰式・作品展を実施
【スマイル BOX より 10,000 円の協賛事業】

◆理事・役員会報告
日時：2019 年 12 月 2 日（月）12：10～12：25
会場：三条信用金庫３階ロビー
出席：14 名中 8 名
議事１．定款変更に伴う年次総会の変更について …承認
議事２．2021-22 年度会長候補選出について ………承認
議事３．現年度の会計中間報告について ……………承認
議事４．新会員候補推薦について ……………………承認
議事５．臓器移植推進財団賛助について ……………否決

ニコニコボックス
12/2 11,000 円 累計 245,000 円
荒澤会長「本日年次総会です。2021-22 年度会長が決定
します」
長谷川幹事「ＮＨＫニュースで昨日オープンしましたベト
ナム・ホーチミンでの燕三条ショップ・オープニン
グの様子が放映されます。お時間のある方はご覧い
ただけましたら幸いです」
西潟君「もう今年も１ヶ月になりました。年齢をとると一
年がなぜ早く感じるかという問いに、ＮＨＫのチコ
ちゃんは『ときめくことが少ないから』と言ってい
ました」
佐藤君「祝・総会 ＢＯＸに協力します」
田代君、野崎君、銅冶君、大渓君、坂井君、渡邊（光）君
「BOX に協力します」
熊倉君「あと２回で今年も終わり。早いですね。
BOX にご協力ありがとうございました」

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）
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◆2021-22 年度会長選出について
去る 10 月 21 日歴代会長９名の出席で開かれた指
～定款細則に則り定足数を充たし年次総会が開かれました～
名委員会において、
第54 代会長に満場一致にて推薦。
■ 荒澤 威彦 会長
これを受け本日 12 月 2 日例会前の理事役員会に
2019 年規定審議会 19-24 で修正採択された『クラブの年次 於いてご承認をいただきました。
本総会にて、2021～2021 年度(第 54 代)会長と
会合において予算と年次報告の発表を求める件』により、クラブ定
して、平松修之会員をご承認いただきたく、お諮りい
款の年次総会に関する記述が以下のように変更されています。
たします。
また、それに伴い、クラブ細則も下記の通り変更されました。
------------------------------------＝満場一致にて、平松 修之会員が承認されました＝
ロータリークラブ定款
第 7 条 会合 第 2 節 — 年次総会。
「ご承認ありがとうござ
いました。一層、健康に留
(a) 役員を選挙するため、現年度の収入と支出を含む中間報告お
意して参ります。皆様の御
よび前年度の財務報告を発表するための年次総会は、細則の定め
支援ご協力を宜しくお願
るところに従い、
毎年12 月31 日までに開催されるものとする。
い致します。
」
*黒太字の下線部分が追加事項

年次総会

-------------------------------------

三条南ロータリークラブ細則
第５条 会合 第 1 節 年次総会
本クラブの年次総会は毎年 12 月第 1 例会に開催されるものと
する。そして、この年次総会において会長ノミニー候補者の承認を
得るものとし、現年度の収入と支出を含む中間報告および前年度
の財務報告を発表する。*黒太字の下線部分が追加事項
-------------------------------------

従来の報告に加え、年次総会では下記の通り報告します。
前年度まで
年度初例会
前年度年次
【7 月第 1 例会】
収支決算
年次総会
会長ノミニー
【12 月第１例会】
候補者承認

新春例会
当年度上期
【1 月第 1 例会】
収支決算
【6 月例会
次年度年次
クラブフォーラム】
収支予算
※（現況報告書） 前年度年次
【公式訪問で配布】
収支決算
当年度年次
収支予算

今年度より
（従前どおり）

■会長ノミニー候補者
承認
（従前どおり）

平松 修之 会員
【Ｓ31 年生まれ

ロータリー歴
2002 年 1 月入会】

2010～11（大渓会長）年度ＳＡＡ
2011～12（鈴木会長）親睦・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ委員長
2013～14（草野会長）幹事
2014～15（佐々木会長）クラブ会報委員長
2015～16（星野会長）職業分類委員長
2016～17（丸山会長）親睦・プログラム委員長
2017～18（野崎会長）社会奉仕委員長
2018～19（田代会長）職業奉仕委員長
2019～20（荒澤会長）米山奨学委員長
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
米山功労者（２回）
通算８年１００％出席

◆現年度の会計中間報告について（松﨑 孝史 会計）
■前年度財務報告＝
収入の部 会 費＝前期分は遅滞なく収入完了
7 月第 1 例会で報告して 支出の部 国際ロータリー費・地区資金
現況報告書に掲載・配布す
＝前期分は遅滞なく支出完了
ることを、改めて報告し、
経常費＝各種大会運営費を除き完了
詳細報告は割愛する
会務費、例会費、事務費＝順調に執行
■現年度中間報告＝
11 月時点での収入・支出
の概要、
重要事項のみ報告
する。
詳細は次月新春例会
にて上期収支決算を報告
するため、
ここでは省略す
る
（従前どおり）
（従前どおり）
（従前どおり）

今後の予定～変更にご注意下さい～
12/16（月）親睦例会（夜例会）忘年家族会
受付：5：45～ ウェルカムドリンク
開会：6：30
※ご欠席の方は、事務局で御記帳下さい

今月の「ロータリーの友」誌より
1 月号のご紹介：松﨑孝史会員
縦組み 21 ページ「卓話の
泉」の「LGBT を知る」とい
う記事に目がとまりました。
性的少数者を表すLGBT は昨
今では様ざまな場面・場所で
聞かれる言葉となりました。
我が子の大学からも LGBT に対応するトイレの建
設費援助の要請などがあります。
記事には、個人の尊厳、人権にかかわる大切な問題
であり、まずは知ること、そして習慣・常識を変える
こと、理解者を増やすことが大切、とあります。そう
した立場を表す「LGBT アライ」
「LGBT フレンドリ
ー」という言葉もあり、それを表明する企業などが増
えているということです。
12/23（月）クラブ休会 12/30（月）休会（年末）
【2020 年】
1/ 6（月）クラブ休会 1/13（月）休会（成人の日）
1/ 20（月）通常例会 新春例会
1/ 27（月）親睦例会（夜例会）新年会（於：松木屋）

