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員長（または代理者） ❸RI 2560 地区ロータリー財団委
員会より「第２回ロータリー財団セミナー・資金管理セミナ
ー」案内▷日時：2020 年２月 15 日(土)受付 12：00～
三条南ロータリークラブ
セミナー13～16：30 会場：万代シルバーホテル(新潟市)
会長
出席対象：次年度クラブ会長、現年度クラブ財団委員長（ま
たは代理者） ❹RI 2560 地区事務所より「新会員（入会
荒澤 威彦
1～3 年）研修セミナー」案内▷日時：2020 年３月 7 日
（土）登録 13：00～ 第 1 部 セミナー13：30～16：
新年あけましておめでとうございます。
00 第 2 部交流会 16：00～17：30 会場：やすね(上
昨年 7 月からスタートしました 2019-2020 年度 越市) 出席対象者：クラブ会員増強委員長、次年度クラブ会
も半年が経過し、無事に新しい年を迎えられました。会 員増強委員長、2017 年 7 月 1 日以降入会された会員 ※
員皆様のご理解ご協力に感謝申し上げます。
対象者にはご案内を配布します。2 月 7 日(金)までにご回答
さて、三日前のテレビで 25 年前の阪神淡路大震災の をお願いいたします ❺村上 RC より「創立 60 周年記念式
ことを取り上げていました。あれから 25 年も過ぎたの 典」案内▷日時：2020 年 4 月 12 日(日)受付 12：30～
かと驚きましたが、当時ボランティアで毛布を被災地に 式典 13：30～ 祝賀会～16：45 終了 会場：大観荘せ
届けたことがありました。どこをどうやって行ったのか なみの湯(村上市) ❻燕ＲＣより「創立 60 周年記念式典」
も覚えていませんが、ナビもない中で地図を頼りに西宮 案内▷日時：2020 年 4 月 25 日(土)受付 13：30～ 式
に向かいました。途中渋滞で停まっているときに、下か 典 14：30～ 祝賀会 ～19：00 終了 会場：燕三条ワ
ら見上げた倒れた高速道路に恐怖を覚えたことを思い シントンホテル ❼新潟中央ＲＣより▷「グローバル補助金
出します。あれから様ざまな自然災害が当たり前のよう プロジェクト今回分のご報告」と「次回参加のお願い」※今
に起きます。最近では「地震・カミナリ・火事・洪水」 年度＝スマイルボックス会計より 550＄（56,700 円）を
などと言われますが、ことしは大きな災害が無いことを 協力。１月に対象地に医療機器が設置され２月上旬に現地視
祈りまして挨拶をおわります。
察・贈呈式の予定
❽吉田ＲＣより「会長交代」のお知らせ▷今年度富所会長体
調不良のため、2020 年 1 月より前年度会長の阿部正夫会
◆本日の出席：4８名中 23 名
員が会長に就任することを決定 ❾三条ローターアクトクラ
◆今年度の累計出席率：85.34％
ブより「長久の家 餅つき大会」のご案内▷日時：2020 年
◆先週のメークアップ：
1 月 26 日(日)12 時～14 時 場所：長久の家(三条市西本
▶12/20 吉田 RC へ 広岡豊樹君
成寺)※スマイルボックス会計より 5,000 円の協力金
▶12/25 三条 RC へ 野島廣一郎君 銅冶康之君
❿NPO 三条市成人式サポート協会より「サポート事業協賛
野崎正明君 船久保孝志君 坂本洋司君
のお願い」※スマイルボックス会計より 10,000 円の協賛
広岡豊樹君
⓫ＲＩ 2740 地区ガバナーより「九州北部豪雨災害支援の
◆幹事報告 長谷川直哉幹事
御礼と報告」▷全国の RC からの寄付を激甚災害指定の武雄
12/27 三条東 RC へ 佐々木常行
坂本洋司
❶大谷ガバナー事務所より「東京五輪聖火ランナー
市、多久市、大町町への支援金としてまた被災した地区内
野島廣一郎
阿部隆樹
船久保孝志
の情報提供について」依頼▷「ロータリーの友」事
RC へのお見舞いとした。※今年度スマイルボックス会計よ
務所より情報提供を求められています。ロータリー
り 30,000 円を寄付
ファミリーが選出された情報がありましたら、情報
⓬三条市特別支援教育研究協議会より「ウインターフェステ
をご提供ください ❷RI 2560 地区米山記念奨学委
ィバルの御礼」※2019 年 12 月 4 日 於：三条市福祉セ
員会より「第２回米山記念奨学委員長セミナー」案
ンター 吉沢栄一社会奉仕委員長参加。スマイルボックス会
内▷日時：2020 年２月 1 日(土)受付 12 時～ セ
計より 10,000 円の支援金
ミナー13～16 時 会場：万代シルバーホテル(新潟
⓭今月のロータリーレート▷2020 年 1 月：1 ドル 110
市) 出席対象：現年度及び次年度クラブ米山奨学委
円（2019 年 12 月：1 ドル 108 円）

会長挨拶

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
荒澤 威彦
幹 事
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名古屋 豊
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◆理事役員会報告
日時：2020 年 1 月 20 日（月）12 時～12 時 20 分
会場：三条信用金庫 3 階ロビー
出席：14 名中 8 名（定足過半数）
議事１．2019-20 年度中間決算報告について ………承認
議事２．2020-21 年度理事役員委員会組織について…承認
議事３．新会員入会について
………承認
議事４．三条市成人式サポート事業協賛について
協賛金 10,000 円………承認
議事５．三条 RAC「長久の家」餅つき大会協力について
協力金 5,000 円……‥承認
議事６．2019 年台風豪雨災害義捐金(千葉県)について
スマイル BOX で 1 人 1,000 円の協力……‥承認
議事７．燕三条 FM ラヂオはーと広告について…継続審議

新会員紹介

つ ぼ い

やす のり

坪井 康紀 さん
坪井内科医院 院長
三条市本町 3-6-14 ℡33-1241
趣味：
スポーツ（ゴルフ、テニス、野球等） 車

▶ 会員入会：1/20 坪井康紀君

表 彰 ～ロータリー財団より～
ニコニコボックス
1/20 12,000 円 累計 292,000 円
荒澤会長「新年あけましておめでとうございます。あと半
年よろしくお願いします」
長谷川幹事「皆様あけましておめでとうございます。本年
もクラブ運営に協力賜ります様よろしくお願い
します」
星野君「荒澤会長、長谷川幹事、名古屋 SAA、あと半年
ご苦労様です」
坂井君「ロウバイが咲きました。続いてマンサクの花も
咲いてきました。春はもうすぐ近くです」
渡邉（久）君、野島君、大渓君、野崎君、銅冶君
「新年あけましておめでとうございます。
一年間よろしくお願いします」
渡邊（光）君、船久保君
「BOX に協力します」
田中君「BOX にご協力ありがとうございました」

◆クラブ表彰
米山功労クラブ第 28 回
特別寄付累計 28,353,203 円(累計 37,086,953 円)

◆個人表彰
名古屋 豊 会員
ポール・ハリス・フェロー
マルチプル

長谷川直哉 会員
ポール・ハリス・フェロー
マルチプル

新春例会

松﨑孝史 会員
ポール・ハリス・フェロー
第２回マルチプル

会計報告

（松﨑孝史 会計）
2019-20 年度半期決算報告
※書面配布しました。ご確認ください
異議なしと認め、承認されました。
一般会計 収入の部 6,092,949 円
支出の部 5,886,022 円
後期へ繰越残高
206,927 円

次年度組織案

（銅冶康之会長エレクト）

2020-21 年度理事役員および委員会組織案
※書面配布しました。ご確認ください
異議なしと認め、承認されました。
ご協力宜しくお願い申し上げます。

1 月のお祝い
✨会員誕生
馬塲信彦君
平松修之君
草野恒輔君
佐藤秀夫君
永井篤利君
西潟精一君
✨配偶者誕生
荒澤威彦君御夫人
馬塲信彦君御夫人
長谷美津明君御夫人
渡邊光郎君御夫人
星野健司君御夫人

＊おめでとうございます＊

