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新年度第一回例会

会長挨拶
三条南ロータリークラブ
会長

平松 修之
まだ大丈夫…もう少しあると自分に言い聞かせて
現実から逃げてきましたが、とうとう新しい年度が
始まってしまいました。いざスタートすると不安で
一杯です。
こうして例会の１回目にちゃんと無事出席出来て
何よりもホッとしていますが、これからの長い１年
を思うとマジで胃が痛くなってきます。よろめき、喘
いで、躓きながらも遠いゴールを目指して頑張りま
すので、皆様どうぞ給水の準備をしながら、声援とご
協力をよろしくお願い申し上げます。
まだまだコロナ禍の収束が見えない中、それでも
ワクチン接種のスピードアップもあって、少しは安
心できる状況になるのではないかと期待していると
ころですが、今月から始まるオリンピック、来月のお
盆休み、学生の夏休み、そしてパラリンピックと何か
と人流の増える要素も多くあります。
最近では感染力の強いデルタ株への置き換わりも
進んでいて、首都圏ではリバウンドの兆候が見え始
めています。現在の東京の状況は「第４波」前の大阪
の状況にとても似ているそうです。大阪では変異株
の出現や感染者数の下げ止まりが確認される中、３
月に緊急事態宣言を解除し、その結果４月には連日
１,０００人台の陽性者が出たわけです。確実に第５
波はやって来ると専門家は危惧しています。
ワクチン接種が進み変な安心感もある中、予防の
基本となる手指の消毒、マスクの着用、三密の回避は
これからも暫くは続けていかなければなりません。
とは言っても、夜の親睦活動は再開したい気持ちも
強く、これからも三条の現状を十分考慮し、緊急事態
宣言、蔓延防止措置の隙間を見ながら、何とか開催出
来たらと願っています。その節には親睦委員会の皆
様にお力を拝借し、安心、安全に実行できたらと切に
思います。
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幸いにも前年度からの繰越金も例年よりも多めにあります
ので、会員の負担を極力減らし、予定通り、いや予定以上に親
睦例会が開催出来ることを願っております。
来週は第四分区ガバナー補佐の外山晴一様の公式事前訪問
です。またその次の週は ZOOM オンラインでの公式訪問とな
り、高尾ガバナー、外山ガバナー補佐、浅妻地区幹事に参加を
いただいて開催する予定となっております。新年度になったば
かりで大変な予定が続きますが、粛々と進めていきたいと思い
ます。
話は変わりますが、この「粛々」という言葉、広辞苑では「つ
つしむさま」
、
「おごそかなさま」などが本来の意味するところ
だそうですが、現在では昨今の政治家によって、世論や対立政
党の反対を押し切って、物事を進めるときなどに多用されるよ
うになったようです。静かにひっそりと物事を進めるという本
来の言葉の意味に、
「問答無用」な雰囲気が加えられたようです。
江戸後期の詩に「鞭声粛々 夜 河を渡る」と、川中島の合戦
をうたったものがあります。このへんから粛々という意味に、
積年の思いをぶつけるというような意味合いが帯びていった
とのことです。
私はもっとも穏やかな人間ですので、政治家の使用する意図
ではなく、本来のつつしみの意味合いの「粛々」タイプで行き
たいと思います。この「粛々」の豆知識を披露して、初めての
会長挨拶にしたいと思います。ちなみに、今日７月５日はイオ
ンわくわくポイントアップデーだけでなく、江戸切子（日本人
の手による初めてのカットグラス）の日、銚子電鉄開業の日、
穴子の日、ビキニの日、プラチナエイジ（60 歳以上の人を永遠
に輝き続ける世代という意味とのこと）の日、ノーレジ袋の日
だそうです。

会長・幹事バッジをそれぞれ引き継ぎました
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◆本日の出席：44 名中 31 名
◆前年度の通算出席率：82.64%
◆今週のメークアップ：▷（前年度分）
６月２４日(木)三条東 RC へ坂本洋司君、渡辺俊明君
▶６月２９日(火)三条北 RC へ坂本洋司君、渡辺俊明君、
佐々木常行君▶６月 30 日(水)三条 RC へ野島廣一郎君、
佐々木常行君
◆幹事報告 木村 譲 幹事
【佐藤真ガバナー事務所閉鎖の御挨拶】
2021 年 6 月 30 日をもって閉鎖。残務処理、今後の問合
せ対応等は地区事務所で行なう
【ロータリー文庫よりホームページの利用方法について】
ロータリー文庫では、電子図書館への移行をめざし、資料の
デジタル化を着々と進めています。
本日配布の資料の中に記載のユーザー名とパスワードを使
い、ＷＥＢサイトから公開資料をご覧ください。
【ロータリーレート】
2021 年 7 月▷1＄＝111 円（6 月レート 1＄＝110 円）
本日の配布物：地区バッジ、会員名簿、スマイル BOX 当番
表（ご協力お願いします）
、前期会費請求書（概ね 7 月中に
御入金お願い致します）

ニコニコボックス

◆理事役員会報告 ～新旧合同理事役員会～
日時：2021 年 7 月 5 日（月）12：10～12：25
会場：三条信用金庫 3 階ロビー
出席：前年度 14 名中 11 名、新年度 12 名中 11 名
議事 1．2020-21 年度決算について 【承認】
議事 2．2021-22 年度予算について 【承認】
議事 3．公式訪問について（備品購入） 【承認】
⇒オンライン会議用機材（カメラ&マイク）を購入
議事 4．当面の例会運営について
⇒7 月中は持ち帰り弁当。閉会後、例会場で食事も可
⇒8/2 予定の納涼例会は中止する→通常例会へ
議事 5．三条あおぞら会へ会費 10,000 円【承認】
議事 6．三条市青少年健全育成活動 10,000 円【承認】

7/5 16,000 円
平松会長「いよいよ新年度がスタートしました。木村幹事、
永井、SAA にどっぷり頼って 1 年間頑張りますの
で皆様よろしくお願い申し上げます」
木村幹事「一年間よろしくお願いします」
吉沢君「今年度親睦・プログラム委員長を仰せつかりました。
フレキシブルな例会、親睦例会になろうかと思いま
すが一年間よろしくお願い致します」
西巻君「平松会長、木村幹事、一年間ご苦労様です。ご指導
の程よろしくお願いします」
野崎君「平松会長、木村幹事、永井 SAA、吉沢親睦委員長、
役員の皆様、一年間よろしくお願いいたします」
荒澤君「平松会長スタートです。精一杯ご協力します」
西潟君「平松会長、木村幹事、永井 SAA、一年間お世話に
なりますがよろしくお願いします」
田代君「平松会長年度の船出を祝して」
熊倉君「平松さんの船出にエールを送ります」
大渓君「平松年度を祝して」
佐藤君「平松会長年度のスタートを祝して BOX に協力」
銅冶君「7/4 紫雲でゴルフをして 98 でぎりぎり 100 を切
りました」
渡邉(久)君「6/17 コロナワクチン終了しました。これで安心
なんでしょうか？」
坪井君、石山君「BOX に協力します」
塩入君「BOX にご協力ありがとうございました」

♡米山奨学ボックス

7/5 2,000 円
加藤(一)君「今期第１回の例会です。米山奨学金もニコニ
コ BOX 同様お願いします」
永桶君「BOX に協力します」
※米山奨学ボックスへの寄付は、税制上の優遇措置が
受けられます（個人ごとに累計。財団も同様）

表 彰
ロータリー米山記念奨学会より

西巻克郎会員
第 5 回米山功労者（50 万円寄付達成）

丸山 智会員
第１回米山功労者（１0 万円寄付達成）

会計報告 2020-21 年度収支決算報告
（齋藤嘉一会計） ※書面を配付しました

次週の予定
7 月 19 日（月）通常例会
「高尾茂典ガバナー公式訪問」
（オンライン方式）
Zoom を使用してのリモート訪問ですが、今回は
会員の皆様にもスクリーンで御視聴いただきます
【スケジュール】
12：30～ 開会点鐘
幹事報告、諸連絡、スマイル BOX
食事（持帰り弁当。持ち帰りも例会場で食事も可）
13：00～ Zoom 接続＝オンライン公式訪問
①会長挨拶
②参加者紹介
③ガバナー講話
④クラブ協議会
⑤その他
⑥閉会のまとめ

4分
2分
20 分
25 分
5分
4分

会長
会長
ガバナー
会長
会長
G 補佐

13：00～13：04
13：04～13：06
13：06～13：26
13：26～13：51
13：51～13：56
13：56～14：00

