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三条南ロータリークラブ
会長

荒澤 威彦

◆本日の出席：46 名中 36 名
◆今年度の累計出席率：82.23％
◆メークアップ：なし

◆幹事報告 長谷川直哉幹事

そろそろ「STAY HOME」もやめにして近くに出
掛けてきました。行先は「やまこし復興交流館」です。
一年に一回程度は行っている場所です。
2004 年 10 月 23 日午後５時 56 分、そこでは
震度 6 強の地震が発生しました。
全村避難から再度山古志に戻るまでの苦労と感動
がそこにはあります。そこに行くと、普通に生活して
いることが一瞬でなくなること、こんな「まさか」が
あることを思い知らされます。
当時、今は亡き長島村長の指示で 2,167 人が村を
捨てました。その村民と村長のやり取りを書いたノー
トが保管されています。中を見ることはできませんが、
恐らく壮絶なやり取りが行われたに違いありません。
今はきれいに団地を造成して公営住宅がたち並び、棚
田の美しい風景が見られるようになっています。
今、新型コロナウイルス禍も「まさか」なのかもし
れません。でもきっと、人間は必ず乗り越えていくん
だとこの施設に来るとそう思うことが出来ます。
最後にこの復興交流館の中に飾ってある詩を紹介し
て終わります。

帰ろう
大好きな山古志村に
時間がどんなにかかっても
みんなで力を合わせて
帰ろう
がんばれ

◆2020 年ロータリー・バーチャル国際大会のご案内
（荒澤会長が会長挨拶で先週紹介の件）
開催日：2020 年 6 月 20～26 日
専用サイトから事前に無料登録が必要
国際的に活躍する方々による講演でインスピレーションが
得られる本会議と、さまざまなトピックについて学べる分科
会（分科会の例▷ 会員の参加を促すバーチャルツールの使い
方（6/22）▷ 新しいクラブの種類を通じたロータリーの成
長（6/23）▷2021 年のデジタルトレンド：ミレニアルを
引き付けるテクノロジーの使用（6/25）▷奉仕と代替例会
で子どものいる家族の参加を促す（6/26）
◆RI 第 2560 地区ローターアクト委員会より「地区ロータ
ーアクト大納会」のご案内
日時：2020 年 6 月 27 日（土）
接続開始：18：30 大納会 19：00 終了 20：30
Zoom 利用により WEB で開催。各自、飲食物をご用意して
ご参加ください（登録料：無料）
◆RI 第 2560 地区第四分区丸山健ガバナー補佐より
「第四分区次年度会長幹事会」開催のお知らせ
日時：2020 年 6 月 19 日（金）15：00～16：30
会場：燕市吉田産業会館 2 階研修室
◆新潟東 RC 安藤幸夫会長より
「ドナルド・マクドナルド・ハウスにいがた建設募金への協
力のお願い」
（荒澤会長が会長挨拶で 12/2 紹介の件）
難病等で長期入院する病児の家族のための滞在施設建設
資金の募金。 国内 12 番目の施設として新潟大学病院の敷
地内に建設される。所得控除による税制優遇措置が受けられ
る。募集期間は 2020 年 8 月まで
◆2020-21 年度用のロータリー手帳

御入用の方は、事務局までお申し付けください

神様は
立ちあがれる命を残してくれた
立ち直れる時間も残してくれた
がんばれ

https://www.riconvention.org/ja
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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ニコニコボックス
6/15 14,000 円 累計 432,000 円
荒澤会長「いよいよ次年度がスタートします。少し気が楽
になりました」
長谷川幹事「暑い日のマスクがだんだん苦しくなります
ね。本日もよろしくお願いします」
銅冶君「本日は次年度の事業計画発表です。よろしくお願
いします」
石山君「2020～2021 年度事業計画発表会です。よろ
しくお願い致します」
西潟君「そろりと次年度への移行準備が進んでいるよう
です。お互い頑張って参りましょう」
渡辺(俊)君「ご無沙汰いたしております。コロナが早く
収束しますように」
西巻君、野崎君、渡邉(久)君、田代君、船久保君、齋藤君
「BOX に協力します」
松﨑君「BOX にご協力ありがとうございました」

クラブフォーラム
2020-2021 年度事業計画発表
◆銅冶康之 2020-21 年度会長
クラブ会長主要目標
○テーマ「例会を楽しもう」
魅力ある例会づくりに挑戦し、
例会の出席率向上を目指します
○クラブ運営方針
１．例会の出席率向上
２．会員数５０人以上の確保
３．会員負担の軽減
◆丸山智 SAA（副 SAA：池田亜津子）
１ 委員会の目的
例会が秩序正しく、和やかに運営され
るよう心がけ、会員や来訪者に好印象
をもたれる例会運営を目的とする。
２ 事業項目
①例会前に会場の整理と必要な備品を
確認し、会長、幹事、親睦委員長と例
会進行の打合せを行う
②ビジター、来訪者を歓迎し、親睦委員会の協力により、所
定のテーブルへ案内を行う
③定刻までに会員が席に着き、時間通り例会を開始できるよ
うに配慮する
④会員相互間の親睦を図るため、随時席順を変更する
⑤来訪者、会員等が卓話を最後まで心地よくしていただくた
めに、 テーブルの後片付けは閉会点鐘後にするように会員
に協力してもらう
３ 予算 1,833,000 円

◆平松修之 会長エレクト
クラブ奉仕委員会長【クラブ強化・運営部門】
１ 委員会の目的
会長テーマ「例会を楽しもう」をもとに、各委員会が連携を
図り、親睦を深めながら、楽しいクラブ運営を進め、クラブ

組織の強化を図る。
２ 事業項目
①会員増強の推進
②会員相互の親睦を深め、
退会
防止に努める
３ 予算 特に必要なし

◆永桶俊一 職業分類委員長
（長谷川直哉(副)、熊倉高志）
１ 委員会の目的
クラブ定款第１０条に則り、
現
会員の職業分類と分類表を再
検討し、
充填及び未充填職業分
類表を作成し、
会員に通知する。
未充填職業については、
会員増
強委員会並びに会員選考委員会と連携し、会員増
強に協力する。
２ 事業項目
①職業分類表の作成
②新会員に推薦された人を職業分類上の資格審査
を行う
３ 予算 5,000 円

◆草野恒輔 会員増強委員長
（大渓秀夫(副)、坂本洋司、
西巻克郎、渡邉久晃）
１ 委員会の目的
現会員の退会防止と会員増強
をはかることでクラブの繁栄
を目指す。
２ 事業項目
①全会員の情報と協力により増員を図る
②若い世代の人たち（女性も含めて）の入会を推し
進める
３ 予算 5,000 円

◆田代徳太郎 会員選考・ロータリー情報委員長
（荒澤威彦(副)、野崎正明）
１ 委員会の目的
新型コロナウイルスの感染
拡大により、非常事態宣言
が発せられロータリークラ
ブの活動に諸々の影響が出
ており、従来のような例会
の開催が見通せなく新会員
の入会促進は難しい状況です。
そのような中であっても会員候補者が推薦された
場合は、その候補者がロータリアンとして相応し
いかを検討し、選考結果を理事会に報告する。
新会員に対しては、ロータリアンとしての義務と
権利について説明し、ロータリーの目的、発展の
歴史、クラブの情報を提供しロータリーの理解を
深めてもらう。
２ 事業項目
①会員選考に当たり次のことに留意する
1．人格及び協調性があること
2．奉仕活動に対しての理解があること

3．例会出席にたいしての意欲と可能性があること
4．心身共に健全なこと
② 情報委員会として次のことを行う
(条件が整えば)
1．早い時期に新会員に対してオリエンテーションを
行い、ロータリーについて理解を深めてもらう
2．特に新会員には IM、地区大会など各種大会に積
極的に参加するよう勧める(リモート会議や DVD 講
習も想定される)
3．ロータリー情報を提供する企画を行う
※
３ 予算 50,000 円

◆渡辺俊明 出席委員長
（長谷美津明(副)、野水孝男）
１ 委員会の目的
会員の例会出席はクラブを活性
化させるための重要な責務であ
り、会員の出席率向上を推進す
ることを目的とする。
２ 事業項目
①クラブの出席率 90％以上を目標とする
②例会欠席者には、メークアップをするように呼び
かける
③楽しい例会になるように、会長、ＳＡＡ、親睦委
員会などと協力していく
④新会員に正しい出席規定を説明する
⑤年間 100％出席者に記念品を贈呈する
３ 予算 80,000 円

◆塩入栄助 親睦・プログラム委員長
（加藤一芳(副)、吉沢栄一(副)、
桑原朋子、田中康之、阿部隆
樹、名古屋豊、布施純也、
杉井旬、加藤峰孝、坪井康紀）
１ 委員会の目的
魅力ある例会や親睦会を設営
し、会員同士の親睦を図り、
参加したくなる会を目指す。
２ 事業項目
①通常例会の設営（受付、ビジター紹介、会員と配
偶者誕生祝、結婚記念等の贈呈など）
②親睦例会等の設営（忘年家族会、新年会（＝2 月
開催）
、旬例会（＝納涼会の代わりに 4 月に）
、会
長幹事慰労会）
③卓話のプログラム担当
④クラブ休会の設定（11 月 30 日、3 月 29 日、
6 月 28 日）
３ 予算 1,855,500 円
◆船久保孝志 国際奉仕・青少年交換委員長
（加藤峰孝(副)、長谷美津明、阿部隆樹、桑原朋子）
１ 委員会の目的
国際ロータリーの会員として、国際親善・国際理解
を推進し、世界平和への意識を高める。また、国際
ロータリーおよびロータリー財団の情報をもとに、
青少年の海外留学の援助や留学生の受け入れなど国
際親善と友好に努める。

２ 事業項目
①ロータリー財団、米山記念奨学の各委
員会と連携し、クラブ会員の国際親善や
国際理解の機会を設ける
②青少年交換学友（ローテックス）活動
の支援と普及に協力する
③今年は一年交換学生、夏期交換学生の
派遣受入の予定がないため次回に向けて準備をする
３ 予算 5,000 円
来春に海外旅行を検討。情勢を見つつ、来年 1 月頃に決定した
い

～お知らせ～

７月の例会について
例会の形式を元に戻します
（食事後、会長挨拶）
食事は持ち帰りできません
引き続き、感染症対策にご協力お願いします
❶テーブルは学校形式。
❷共用物での接触を避けるため、ポット・急須での
給茶は取りやめます。
❸手指洗浄消毒を励行。マスク着用。
❹体調不良時（家族含む）は欠席推奨。

今後の予定
6/22（月）通常例会 次年度委員会事業計画収支予算発表
6/29（月）親睦例会 会長幹事慰労会 於：松木屋
～出欠変更はお早めにお知らせください～
7/6（月）通常例会 クラブフォーラム・銅冶年度スタート

近隣クラブ例会変更
三条北 RC
三条 RC
三条東 RC
吉田 RC

6/23（火）夜例会
6/24（水）夜例会
6/25（木）夜例会
6/26（木）夜例会

（記帳場所）
三条ロイヤルホテル
三条信用金庫内事務局
三条ロイヤルホテル
燕市吉田産業会館
（１０～１５時）

