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次年度事業計画発表１
会長挨拶
三条南ロータリークラブ
会長

平松 修之
こんにちは。今日は三条ロータリークラブから青
少年奉仕副委員長の小林卓哉様と三条ローターアク
トクラブから会長エレクトの川越健矢様にお越し頂
いております。どうぞごゆっくりお過ごし下さい。
さて６月に入り、とうとう私の年度もラストスパ
ートとなりました。通常例会は今日と来週の２回で
終わりになります。何かいい話をしなければ…とは
思うんですが、残念ながら浮かんできません。なの
で、ごく最近の話をします。
先週の火曜日、久しぶりにコンサートに行ってき
ました。コロナでいろいろ中止となってしまい、私
にとっても２０１９年秋のイエローモンキー以来の
本当に久しぶりのコンサートになりました。
それは県民会館の大ホールで行われた槇原敬之の
コンサートです。昔から彼の曲は好きだったのです
が、彼も個人的にいろいろとありましたので、今回
は復帰コンサートのようになり、冒頭では深々と何
度も頭を下げて、
「
『槇原敬之のファンです』って人
に言いづらいような状況を作ってしまい、本当に反
省しています。申し訳ありませんでした」と謝って
いました。
もともと私は、小さい頃から音楽は洋楽しか聞か
ないし、ロックしか興味ない！と頑なに決め込んで
いたガキだったのですが、邦楽でも、マッキーとイ
エローモンキーだけは別です。デビューからずっと
変わらない、天才的なメロディメーカーとしても、
また誰もが共感できる言葉のストーリー性も、どの
曲を聴いても、こんな年になっても、恥ずかしなが
ら未だに胸がキュンとして、反射的に目頭が熱くな
ってしまいます。復帰コンサートらしかったので、
ヒットパレード的な内容かと思いましたが、新しい
アルバム中心の選曲で、２時間半を休みなく歌い続
けた素晴らしいライブでした。
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まだまだコロナ禍による大声禁止のコンサートではありま
したが、収容率１００％許可になった久しぶりのコンサートは
感無量でした。
これでどんどん解禁されて、外国ミュージシャンも来日でき
るようになれば、もしかしたら大好きなローリングストーンズ
も死ぬ前にもう一度見ることが出来るかもしれません！
奴らが死ぬのが先か、私が先かは分かりませんが、期待した
いと思います。
以上、今日の挨拶に致します。

◆本日の出席：39 名中 24 名
◆通算出席率：81.71%
◆本日のビジター：三条ＲＣ小林卓哉青少年奉仕副委員
長▷三条ローターアクトクラブ川越健矢会長エレクト
◆幹事報告 木村 譲 幹事
◆2022 年 6 月のロータリーレート
▷１ドル＝127 円（5 月レート 1 ドル＝130 円）

◆理事役員会報告 ～現次年度合同理事役員会
日時：2022 年 6 月 6 日（月）12：10～12：25
会場：三条信用金庫３階ロビー
出席：現年度 12 名中 7 名 次年度 15 名中 10 名
議事 1．2022-23 年度収支予算案、および例会行事計画
案について …………………………………承認
※予算書、例会行事計画表を全会員配布しました
議事 2．2021-22 年度会計残高について……残高が多く
見込まれるため、一部をスマイル BOX へ
議事 3．燕三条駅設置『白ポスト』寄付について…承認
議事 4．2023-24 年度（米山忠俊ガバナー年度）
コホストクラブ協力について………………承認
議事 5．会員の入退会について………………………承認
議事 6．会長幹事慰労会について……………………承認
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ニコニコボックス
6/6 18,000 円 今年度累計 341,90６円
三条 RC 小林君「本日はお世話になります。ありがとうご
ざいます」
三条 RAC 川越君「本日はよろしくおねがいいたします」
平松会長「今日は三条 RC から小林卓哉様と、三条 RAC
から川越健矢様にお越し頂いています。ごゆっくりお
過ごし下さい」
坂井君「兄の四十九陰が終わりました。ありがとうござい
ました」
西潟君「全米オープンゴルフの結果ですが上位 4 人全て韓
国人もしくは韓国系の人でした（間違っていたらごめ
んなさい）日本人は小祝さくらの 20 位タイが最高順
位でした」
木村幹事、佐藤君、大渓君、野崎君、田代君、銅冶君、坪井君
「BOX に協力します」
星野君「佐々木さんご苦労様です。BOX に協力します」
佐々木君 「BOX にご協力ありがとうございました」

三条ローターアクトクラブ
50 周年記念式典の御案内
2022 年 7 月 23 日(土)
於：ジオワールドＶＩＰ
ご参加よろしくお願い申し
上げます

三条ＲＣ小林卓哉青少年奉仕副委員長
三条ローターアクトクラブ川越健矢会長エレクト

クラブフォーラム
2022-23 年度 事業計画発表
◆松﨑 孝史 会長
クラブ会長主要目標
▷テーマ「未来創造」
ロータリーに積極的に参加することが会の維持発展のため
に重要であると考えます。会員がロータリーに何を期待し、
ロータリーはそれにどう答えていくのか様々な事業を通し
て考えていきます。
▷クラブ運営方針：
1.会員が自発的に集い、運営していく組織を目指します。
2.会員同士の交流・親睦を深めていきます。
3.社中協力のもと運営していきます。
◆クラブ奉仕 熊倉高志 会長エレクト
１ 委員会の目的
会長テーマ「未来創造」のもとに各委員会が連携を図り、親睦
を深めながら、新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

◆職業分類 石山昌宏 委員長
（副・木村譲、長谷川直哉）
１ 委員会の目的
クラブ定款第 9 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
◆会員選考・ロータリー情報 銅冶康之 委員長
（副・平松修之、荒澤威彦）
１ 委員会の目的
会員候補者がロータリアンとして相応しいか検討し、
選考結果を理事・役員会に報告する。
新会員に対して、ロータリアンとしての義務と権利
について説明し、ロータリーの活動に関する情報を
提供し、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
1.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.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
3.ロータリー情報を提供する企画を行う
３ 予算 50,000 円
◆出席 吉沢栄一 委員会長
（副・田代徳太郎、長谷美津明）
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、メークアップを呼びかける
③ 新会員には正しい出席規定を説明する
④ 楽しい例会となるよう会長、ＳＡＡ、親睦委員会
などと協力する
⑤ 年間 100％出席者に記念品を贈呈する
３ 予算 80,000 円

◆クラブ会報 木村 譲 委員長
（副・坂井範夫、佐々木常行、丸山 智、杉井 旬）
１ 委員会の目的
週報に例会、諸会合の記録及び次週例会プログラムの
予告情報や諸連絡を記載する。
会員の関心を促し出席率を高め、会員への周知と親睦
を目的とする。
会員外へクラブの事業を広く広報する
２ 事業項目
① 会長挨拶、幹事報告、理事会報告、ニコニコボッ
クスの報告、卓話の掲載、会員投稿の原稿を週報
に掲載する。また、会長挨拶、卓話者、奉仕活動
等のスナップ写真等を掲載する
② クラブ会報を保存するフラットファイルの作成
③ SNS「フェイスブック」を利用した情報発信
④ 週報をホームページに掲載
⑤ 第一例会で「ロータリーの友」誌の内容紹介
３ 予算 190,000 円
◆ロータリー財団 渡辺和宏 委員長
（副・池田亜津子、野崎正明）
１ 委員会の目的
ロータリー財団に対する寄付及び財団プログラム
への参加の意義を理解し、財団を支援するための計
画を立案し実施する。
２ 事業項目
① 会員に財団事業について理解と協力を求める
② 年次目標額1 人あたり 150 ドル以上を寄付い
ただけるように働きかける
③ ポリオプラス寄付が 1 人あたり 30 ドル以上
になるようにお願いする
④ ガバナー公式訪問、ロータリー財団月間、新会
員入会時等に、財団ボックスへの寄付をお願い
する
３ 予算 5,000 円
◆米山記念奨学 丸山 智 委員長
（副・布施純也、太田義人）
１ 委員会の目的
将来、日本と世界とを結ぶ 『架け橋』となって国際社
会で活躍し、ロータリー活動の良き理解者となる人材
を育成するという目的のもと、
『米山記念奨学会』への
理解を求める。
また、
『米山記念奨学会』への寄付行為及び留学生の受
入れ等、具体的な支援内容について会員の理解と協力
を求める。
２ 事業項目
① 会員に米山記念奨学事業についての理解と協力を
求める ガバナー公式訪問時、ガバナー補佐訪問
時、新会員入会時、米山月間等の機会に米山奨学
ボックスへの協力をお願いする。また、公益財団
法人としての『米山記念奨学会』の税制上の優遇
措置のＰＲを行う
② 2022～2023年度の寄付目標額 一人20,000
円を達成するための呼びかけを行う
③ 『米山月間』に米山奨学生からの卓話をお願いす
る
３ 予算 5,000 円

次回以降例会の御案内
6/20 夜例会「会長幹事慰労会」
於：松木屋 開会点鐘 18：30
ご欠席の方は、事務局で記帳できます
6/27 クラブ休会

行事案内
6/25(土)第４分区次年度会長幹事会
（於：岩室温泉ゆもとや）
6/25(土)市内 8 クラブ有志ゴルフ大会
（於：大新潟カントリークラブ三条コース）
（懇親会：ジオワールドＶＩＰ）
6/25(土)柏崎中央ＲＣ創立 20 周年記念式典
（於：柏崎市民プラザ海のホール／柏崎市産業文化会館）

近隣クラブの例会変更
6/22(水)
6/23(木)
6/28(火)
6/29(水)
6/30(木)

三条 RC
三条東 RC
三条北 RC
三条 RC
三条東 RC

夜例会
夜例会
夜例会
休会
休会

（記帳場所）

三条信用金庫内事務局
三条ロイヤルホテル
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

マイロータリー登録について
「My Rotary」とは、アカウントを登録することでロータリーの
活動や地区・クラブ運営に必要な情報やデータを随時入手できる
便利なシステムです。
アカウントを作成し、ログインすれば、よく見る情報や資料・書
式にアクセスしやすくなるほか、以下のようなメリットがありま
す。
・自分のプロフィールを自由に編集し、紹介する
・フォーラムのグループに参加したり、新しいグループを立ち上
げる
・クラブの活動を支援してくれるボランティア、協力団体、寄付
者を見つける
・マイページから、重要なリンクや資料、オンラインコミュニテ
ィの情報を見る
・財団への寄付金額を確認する
・会員同士の連絡に使うこともできます。メールアドレスや電話
番号を知らずとも世界中の会員とメッセージのやり取りができま
す。

マイロータリーの登録方法
●アカウントの種類
マイロータリーのアカウントには「一般（ゲスト）アカウント」
と「会員アカウント」があり、会員ならば「会員アカウント」を取
得しなければ意味がありません。
●会員アカウント取得に必要なデータ
①ローマ字の姓名
②メールアドレス
この２点が国際ロータリー（ＲＩ）に届けてあるデータと同一か
どうかで、会員本人であることが確認されます。事務局にご確認
ください。

●姓名はローマ字で。
●メールアドレスを入力
※すべて半角です。
「全角」では登録できませ
ん。
ａｂｃ１２３＠ 全角×
abc123@ 半角〇
●「18 歳以上」を選択して
「続ける」をクリックします。
●国際ロータリーより下の
ようなメールが届きます。
「Activate my account」
（アカウントを有効にする）
のリンクをクリックします。

●パスワードは 8 文字以上の半角英数。大文字･
小文字･数字が各1文字以上。
（例：R2700y385
など）※全角不可。
●パスワードにメールアドレスの一部が入って
はいけません。
●メールアドレスとパスワード、自分で決めた質
問の答えは必ず控えておいてください。
●「続ける」をクリックします。
●最後にサインイン画
面になります。メール
アドレスとパスワード
を入れてサインインを
クリックします。

マイロータリー https://my.rotary.org/ja/
●サイトにアクセスして
「アカウント登録」をクリックしま
す。

●My Rotary のログイン画面になります。自分の
アカウントでログインできているか確認してくだ
さい。
●ログイン後はメールアドレスの変更や公開する
自分の情報を自由に変更できます。
ＲＩによる「アカウント作成方法」
（PDF）も参考
にしてください。

