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記念日」制定以来、海に関する行事がこの日に行われることが
多くなったそうですが、平成 7 年に阪神・淡路大震災が発生
し、この時、瀬戸内海の海上運送が功を奏したことで、海の重
三条南ロータリークラブ
要性が改めて見直され、
「海の日」の制定への機運が盛り上がっ
会長
たとのことです。四方を海で囲まれている日本は海の恩恵に感
謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う、という趣旨で「海
平松 修之
の日」が制定されました。現在では平成 15 年に祝日法が改正さ
れ、いわゆるハッピーマンデーにより「7 月第 3 月曜日」とな
っています。
本日は RI 第 2560 地区第四分区ガバナー補佐でい
世界で「海の日」を国民の祝日と定めているのは日本が唯一
らっしゃいます、外山晴一様と、三条北ロータリーク
らしいです。
ラブ会長の石川一昭様にお越しいただいております。
また、ちなみに山の日は 8 月 11 日で、なぜこの日かという
ようこそいらっしゃいました。どうぞごゆっくりお
と、学校の授業日数に影響がなく、漢字の「八」が山、数字の
過ごし下さい。
11 は木が並んでいる姿に見えるからだそうです。
今日は来週予定の公式訪問の事前訪問としてお越
ちなみに今日 7 月 12 日は、7（な）1（い）2（ふ）の語呂合
しいただきました。後ほど卓話を頂戴し、ご指導いた
せから日本金属洋食器工業組合が制定した「洋食器の日」
、
「ラ
だきたいと思います。よろしくお願いいたします。
、
「源頼朝が征夷大将軍になった日」
、
「現存す
三条市内 4 つロータリークラブのうち Zoom オン ジオ本放送の日」
、そしてなんと私の大好きな
ライン形式で公式訪問を希望したのは当初南クラブ る善光寺本堂（国宝）完成の日」
だけだったとお聞きしています【注：その後再検討】
。 「ローリング・ストーンズ記念日」だそうで、1962 年の今日、
このような状況下で外山ガバナー補佐には直接訪問 ローリング・ストーンズがロンドンのザ・マーキー・クラブに
初出演した日でした。
していただきまして大変感謝申し上げます。
以上これで 2 回目の会長挨拶にしたいと思います。
先週から日本中で異常な雨の降り方による被害が
続出しております。まずは被害に遭われた方々に心
よりお見舞いを申し上げます。また、本日より東京で ◆本日の出席：44 名中 31 名
は 4 度目の緊急事態宣言が発出されました。8 月 22 ◆前年度の通算出席率：82.64%
日までということで、今までで一番の長期間となり ◆本日のゲスト：▷第四分区ガバナー補佐・外山晴一様（三条
ます。最近では新潟県全般、三条の近辺は比較的お落 北 RC）▷第四分区ガバナー補佐スタッフ・石川一昭様（三条
ち着いてきたように思え、これなら昼の例会も夜の 北 RC 会長）
親睦例会も通常通りに再開できるかなと思っていた
矢先でしたので、大変ショックで残念であります。ワ
クチンの接種が順調に進み、１日も早く平常が取り ◆幹事報告 木村 譲 幹事
【ＲＩ第 2560 地区事務所より 第 2620 地区 熱海豪雨災
戻せるようになることを心から願っています。
害への支援のお願い】
7 月、8 月は夏休みや祭日といったお休みの多い月
７月３日静岡県熱海市伊豆山で大規模な土石流が発生し大
となりますが、7 月 22 日の「海の日」は平成 7 年に
きな被害が生じております。RI 第 2620 地区 小林ガバナー
加えられた比較的新しい祝日です。
より「熱海豪雨災害支援金募金のお知らせ」が発信されまし
実はその起源は古く、昭和 16 年に 7 月 20 日が「海
た。当地区でも義援金を募り、被災地に届けたく存じます。
の記念日」と定められていました。
【頸北 RC より 創立 40 周年記念誌の送付】
7 月 20 日は明治天皇が 50 日かけて東北地方を巡 【新発田 RC より 講演会の御案内】
行し、灯台視察船「明治丸」で青森を出航し、函館を
経由して横浜に到着した日だそうです。この「海の
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ニコニコボックス
7/12 13,000 円
外山ガバナー補佐「今年度のガバナー補佐となりました。何
卒よろしくご指導ご協力の程お願いいたします」
平松会長「第四分区ガバナー補佐外山晴一様、三条北 RC 会
長石川一昭様、ようこそお出で下さいました。本日
は事前訪問ということで大変ご苦労様です。ご指導
宜しくお願いします」
木村幹事「第四分区ガバナー補佐外山晴一様、G 補佐スタッ
フ石川一昭様、本日はよろしくお願いします」
銅冶君「第四分区ガバナー補佐外山晴一様、G 補佐スタッフ
石川一昭様、三条南 RC へようこそ」
野崎君「ガバナー補佐外山様、本日は御指導お願い致します」
石山君「本日、社会奉仕事業で三条市に AED を寄贈してき
ます。皆様ありがとうございます。よろしくお願い
いたします。
」
野島君「新年度を祝して。BOX に協力して」
星野君、熊倉君、桑原さん「BOX に協力します」
西潟君「ガバナー補佐の外山様、スタッフの石川様、本日は
よろしくお願い致します。
今朝、三条市に大雨警報が発令されましたが、線状
降水帯にならずに梅雨明けしてもらいたいものです。
BOX にご協力ありがとうございました」
♡米山奨学ボックス

7/12 2,000 円
加藤(一)君「早く奨学生を招き入れることができますように」
布施君「加藤さんが頑張っているので！！
BOX に協力します」
※BOX にご協力ありがとうございました
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）
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ＲＩ第 2560 地区
第四分区ガバナー補佐

外山 晴一 様
（三条北ロータリークラブ）

7 月よりロータリークラブの新年度が始まり、私が
第四分区のガバナー補佐となりましたので、何卒よろ
しくお願いたします。
今年度の国際ロータリー会長のシェカール・メータ
氏はインド出身です。1984 年に 25 歳でロータリー
クラブに入会していますから、62 歳です。会計士で
あり、自身が創業した不動産開発会社の会長です。今
年度のＲＩメータ会長のテーマは「SERVE TO
CHANGE LIVES」
（奉仕しよう みんなの人生を
豊かにするために）です。
私たちの第 2560 地区のガバナーは高尾茂典氏で
す。氏は富山県出身で 1948 年生まれです。イワコ
ンハウス新潟株式会社の社長です。
「ロータリーを学
び、ロータリーを広げよう」が高尾ガバナーの地区運
営方針です。
依然として covid-19 の猛威が吹き荒れています。
このような状況の中で、皆様方にはロータリークラブ
の活動にご尽力を賜り厚くお礼申し上げます。
しかし、現実は厳しく covid-19 の嵐をまともに受
けて、事業存亡の危機にあえでいる仲間も多く、休会
したり、退会する仲間もいます。ロータリー存亡の危
機と思っています。このような中で、メータＲＩ会長
より優先的活動項目の第一に打ち出されましたのが
「会員増強 120 万人から 130 万人」です。

思えば、ロータリークラブが出来た 1905 年も不
景気でした。その中で、会員同士が助け合い、各々の
事業を継続、発展させるためにロータリークラブが出
来ました。職業奉仕がロータリークラブの 1 丁目 1
第四分区ガバナー補佐スタッフ
番地と言われる所以です。ロータリークラブ創立時と
同様に現在も困難な時代です。助け合い、相互扶助か
石川 一昭 様
ら始まったロータリークラブ創立の原点に立ち返っ
（三条北ロータリークラブ会長） てロータリークラブのあり方を考える必要がありま
す。つまり、仕事が苦しいからロータリーを辞めるの
ではなく、苦しいからロータリーに入って仕事を広げ
る。つまりお互いの職業を助け合うという職業奉仕が
今年度、三条北ロータリークラブ会長となりました石川です。 ロータリーの原点で基本的活動だということをみん
当クラブの外山晴一さんが第四分区ガバナー補佐となられ、 なで再度認識して、これを外部にも広げる必要があり
今年度からガバナー補佐スタッフをクラブに置くシステムと
ます。こうすることがこの時期の会員拡大に大切です。
なったことから、本日は同行させていただきました。よろしく
covid-19 のパンデミック（世界的大流行）という現
お願いいたします。
在のように困難な時期にロータリーの原点に立ち返
って会員拡大に成功すれば、ロータリークラブはさら
第四分区ＩＭは当クラブがホストとなり、
2021 年9 月25
に発展することができます。
日（土）に三条市内のジオワールドＶＩＰで開催を予定してお
6 月 19 日に吉田RC が主催されたＩＭに参加させ
ります。感染症収束の予測は立たず、人数を絞っての集会や会
て頂きました。そこでは各クラブから「退会防止者ゼ
長幹事のみの出席になるやもしれません。何卒ご理解ご協力の
ロ」や「会員純増」などの取り組みとその成功報告が
ほどお願い申し上げます。
いくつもされました。大変心強く感じると同時に、皆
様のご努力に頭が下がりました。このような力強い仲
間の皆様方に支えて頂いて、メータＲＩ会長や高尾ガ

バナーの目標達成に皆様と共に頑張りたいと思いま
すのでよろしくお願いいたします。
なお、今年度のＩＭはわたしどもの三条北ロータリー
クラブ主催で、9 月 25 日（土）に市内のジオワール
ドＶＩＰで開催予定しております。くれぐれもよろし
くお願いいたします。
メータＲＩ会長の優先活動項目
① 会員増強 120 万人から 130 万人へ
② 女子のエンパワメントに焦点を当てる
③ ロータリー奉仕デーの実施
④ ポリオの完全根絶に向けて
⑤ ロータリーの 7 番目の重点分野として新たに
「環境保全」を追加
高尾ガバナーの地区運営方針
「ロータリーを学び、ロータリーを広げよう」
・重点目標
① 真のロータリアンを育成する（取組み事項省略）
② ロータリー活動の認知度を向上する（取組み事
項省略）
・数値目標
① 新規ＤＬ（ディスカッションリーダー）認定者
数 ：15 人以上
② 新規会員の入会者数：各クラブ会員の 15%
③ 女子会員数
：各クラブ会員の 15%
④ ロータリー財団寄付：年次基金 150 ドル/会員
⑤ ロータリー財団寄付・ベネファクター：10 名
以上
⑥ ポリオプラス寄付 ：30 ドル/会員
⑦ 米山記念奨学金寄付：2 万円/会員
⑧ 米山記念奨学生支援：900 名達成を支援する

ガバナーの横顔

「ロータリーの友」誌 7 月号より

「高尾茂典ガバナー公式訪問」

次週以降の予定

7 月 19 日（月）通常例会
（Zoom オンライン方式）

7 月 26 日（月）休会
8 月 2 日（月）通常例会 第一例会
8 月 9 日（月）休会
８月 16 日（月）休会
8 月 23 日（月）通常例会
8 月 30 日（月）通常例会

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
4分
②参加者紹介
2分
③ガバナー講話 20 分
④クラブ協議会 25 分
⑤その他
5分
⑥G 補佐 閉会・まとめ

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

近隣クラブ例会変更案内
7 月 21 日(水)三条 RC 公式訪問
（記帳場所）三条信用金庫本店
27 日(火)三条北 RC 休会
（記帳場所）三条ロイヤルホテル
27 日(火)分水 RC 移動例会
（記帳場所）大栄信組本店（11～14 時）
29 日(木)加茂 RC 夜例会
（記帳場所）加茂市産業センター2F
30 日(金)吉田 RC
（記帳場所）吉田産業会館（10～15 時）

社会奉仕事業（地区補助金利用）
7 月 12 日、三条市役所に AED を寄付しました。その際
の記事がニュース・ウェブサイト「ケンオードットコム」
に掲載されています。
http://www.kenoh.com/2021/07/12_minamirotary.html

三条南ロータリークラブは 2010 年 2 月からた
びたび AED を三条市や市内の福祉施設に寄付し
ている。今回も公共の AED 未設置施設、AED 需
要を調べて寄付先を決めた。

三条南ロータリーが三条市に AED2 台寄附
1 台はワクチン接種会場への携行用(2021.7.12)
三条南ロータリークラブ（平松修之会長）は 12 日、
三条市に AED（自動体外除細動器）2 台を寄付し、1 台
は三条市本成寺公民館に設置し、もう 1 台は新型コロナ
ウイルスワクチン接種会場への携行用に使ってもらう。

記念写真

今回の購入費用は 44 万円で、地区ロータリー
財団から 13 万円の補助金を受けて寄付した。本
成寺公民館は 14 日に設置し、施設職員とともに
メーカーインストラクターによる AED 使用方法
の講習会を開く。

滝沢市長に目録を手渡す平松会長

平松会長をはじめ役員が 12 日午後、三条市役所を
訪れ、滝沢亮三条市長に目録を手渡した。
寄付したAED

