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新年度第一例会
会長挨拶
三条南ロータリークラブ
会長

松﨑 孝史
皆さん こんにちは。本日から伝統ある三条南
ロータリークラブの会長となりました松﨑孝史
です。よろしくお願い致します。
私は 2003 年 7 月に入会しました。今年で
20 年目となります。これまで当クラブを支えて
くれました皆様そしてここにいらっしゃいます
皆様の信頼にこたえられるよう、また無事に熊倉
年度に引継ぐために頑張りたいと思います。
今年度より新会員として大原知弘さんを迎え
ます。どうか皆さま新しい友として暖かく迎え入
れてあげてください。
また昨年度を持ちまして 4 名の会員が退会さ
れました。渡邉久晃さん、佐藤秀夫さん、池田亜
津子さん、齋藤嘉一さんです。
渡邉久晃さんは 1972 年 7 月入会で 50 年間
ご在籍でした。佐藤秀夫さんは 1984 年 10 月
入会で 38 年間ご在籍でした。齋藤嘉一さんは
2005 年 2 月入会で 17 年間ご在籍でした。池
田亜津子さんは 2014 年 1 月入会で 8 年間ご
在籍でした。
いずれの皆様もロータリークラブにとりまし
て輝かしいご功績を残されております。退会して
も同じフェローとして絆を深めて参りたいと思
います。
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◆本日の出席：35 名中 25 名
◆前年度通算出席率：82.19%
◆先週のメークアップ：
▶6/20 三条南 RC（夜例会欠席者記帳）西巻克郎君▶
6/22 三条 RC へ 野崎正明君、西潟精一君、荒澤威
彦君▶6/23 三条東 RC へ佐々木常行君、塩入栄助
君、荒澤威彦君、広岡豊樹君▶6/25 柏崎中央 RC20
周年記念式典へ 平松修之君、熊倉高志君▶6/25 第四
分区会長幹事会へ（岩室）松﨑孝史君、太田義人君▶
6/25 ８クラブ有志ゴルフ大会へ（下田）坂井範夫
君、船久保孝志君、木村譲君、布施純也君▶6/28 三条
北 RC へ
佐々木常行君、荒澤威彦君、坪井康紀君、広岡豊樹君▶
6/29 三条 RC へ 荒澤威彦君、西潟精一君、広岡豊
樹君▶6/30 三条東 RC へ 星野健司君
◆幹事報告 太田義人 幹事
◇【2022-23 年度地区補助金オリエンテーション】
開催のお知らせ
日時：2022 年 7 月 23 日(土) 13:30～15:30
会場：万代シルバーホテル
出席者：木村譲地区財団補助金委員
◇【2023-24 米山年度第１回ガバナースタッフ会議】
開催のお知らせ
日時：2022 年 7 月 26 日(火)
会議 18：30～ 懇親会 19：30～
会場：三条ロイヤルホテル
出席者：松﨑孝史君、熊倉高志君、木村譲君
◇柏崎中央 RC より
創立 20 周年記念式典御出席の御礼
日時：2022 年 6 月 25 日 柏崎市にて
出席者：平松修之君、熊倉高志君
◇五泉ロータリークラブ（第 3 分区）より 解散の御連絡
「会員数の増加が望めないこと、世代交代が進まないこ
と、
および財政的な理由から創立 60 周年となった 2022
年 6 月 30 日をもって解散いたしました」
◇第四分区ＩＭ報告書が届きました
◆「会員選考の問合せ」をお配りしました
（異議申し立ては１週間後正午までです）

国際ロータリー会長 ジェニファー・ジョーンズ（カナダ）
第２５６０地区ガバナー 髙橋 秀樹（新潟）
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ニコニコボックス
7/4 24,000 円 昨年度累計 376,90６円
松﨑会長「本日より会長となりました松﨑です。どうぞ 1
年間宜しくお願い致します」
太田幹事「本日より新年度です。宜しくお願いします」
桑原 SAA「1 年間よろしくお願い致します」
平松君「いよいよ松﨑年度スタートです！ 1 年って長い
ですヨ！！ がんばって下さい」
木村君「昨年度はたいへんお世話になりました。ａｕの障
害は皆さん大丈夫だったでしょうか？ なかなか対
策はできませんが気をつけましょう！」
西巻君「松﨑さん一年間ご苦労様です。頑張って下さい。
ご指導宜しくお願いします」
大渓君 「松﨑年度を祝して」
星野君 「松﨑会長、有意義な 1 年を過ごして下さい」
田代君「松﨑会長、
太田幹事、
桑原ＳＡＡの船出を祝して！」
銅冶君 「松﨑年度の船出を祝してＢＯＸに協力します」
西潟君「会長の松﨑さん、幹事の太田さん、ＳＡＡの桑原
さん、一年間よろしくお願いいたします」
熊倉君、坪井君「BOX に協力します」
田中君 「今年、ニコニコボックス委員長をさせていただき
ます。皆さんご協力お願いいたします」
佐藤秀夫さん
この度、健康上の理由で退会させていただきます。
昭和 59 年、武藤さんの推薦で入会してから 38 年、年
齢は渡邉先生御退会の後はクラブ最高齢の 86 歳となり
ました。あと 2 年頑張って、各々40 年、88 歳をひとつの
区切りと考えていましたが叶いませんでした。
35 代目の会長指名を受け、薄氷を踏む思いで引き受
けました。会員数 69 名でした。（現在 14 名の方が頑張っ
ておられます）
第一例会が 7 月 1 日、会長幹事慰労会が 6 月 30 日、
例会数が４４回、他に土日の諸行事参加もあり、過密の年
度でしたが、星野幹事、大原SAA から助けていただき充
実した楽しい年度であったことを思い出しています。
長い間ありがとうございました。南クラブの発展を祈念
いたします。
最後の BOX 協力をさせていただきます。

◆理事役員会報告 ～新旧合同理事役員会～
日時：2022 年 7 月 4 日（月）12：10～12：25
会場：三条信用金庫 3 階ロビー
出席：前年度 12 名中 9 名、新年度 15 名中 14 名
議事 1．2021-22 年度決算について
【承認】
議事 2．会員入退会、新会員推薦について
【承認】
議事 3．例会運営について
【承認】
議事 4．理事（委員長）任命について
【承認】
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】
※議事２▶会員退会 6/30 付渡邉久晃、佐藤秀夫、齋藤
嘉一、池田亜津子▶会員入会 7/11 付大原知弘▶会員選
考問合せ 7/4 付 1 名
※議事４▶齋藤嘉一会員退会に伴い荒澤威彦会員を職業
奉仕委員長）に指名

2021-22年度第４分区ＩＭ
動画配信のご案内
（実行委員会より）
クラブ毎に登録人数を限定したため、当日会場にご
参加いただくことが叶わなかった方々にも、コロナ
禍の現状を鑑みた開催の雰囲気を動画でご視聴いた
だきたくご案内します。
下記URLまたはQRコードによりYouTubeに接続で
きます。
限定配信のため YouTube 内で検索からの視聴はで
きませんので、ご注意下さい

開会式
https://youtu.be/Pdlx8FXHbm4

BOX にご協力ありがとうございました

会計報告 2021-22 度収支決算報告
（木村譲前幹事） ※書面を配付しました

記念講演
https://youtu.be/2hxBdt8PmuI

次週以降の予定
7/18（月）海の日 休会
7/25（月）通常例会 卓話 塩入栄助会員
8/1（月）夜例会「納涼例会」

閉会式
https://youtu.be/MhYQwZH85Nk

