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（短縮例会） 第一例会
会長挨拶

◆本日の出席：39 名中 29 名

三条南ロータリークラブ
会長

◆先週までの通算出席率：84.15%
◆先週のメークアップ
▶8/10 三条 RC へ 大渓秀夫君、西潟精一君▶8/20 国際
奉仕フォーラム・ディスカッションへ（新潟市）加藤一芳
君▶8/27 第 1 回Ｒ財団セミナーへ（新潟市）渡辺和宏
君、木村譲君▶8/29AED 贈呈式・講習会へ（市長室、ま
ちやま）田代徳太郎君、熊倉高志君、太田義人君、布施純
也君▶8/31 三条 RC へ 西潟精一君
▶9/5 財団ミーティングへ（新潟市）木村譲君

松﨑 孝史
新入会員として本日より、関博市さん、横山慎さん
を迎えることができました。みなさんどうぞよろしく
お願い致します。
8 月 29 日（月）に社会奉仕活動として三条市にＡ
ＥＤを寄贈して参りました。当クラブでは、2010 年
に西鱈田小学校にＡＥＤを寄贈し、以後計 8 台のＡＥ
Ｄを公共施設などに設置してきました。事態が生じた
場合には、少しでも市民の皆さんのお役に立てればと
思っております。
ロータリー活動も本格化してきました。今月 26 日
には髙橋秀樹ガバナーによる公式訪問をはじめ、その
事前訪問として12 日には渡邉喜彦第四分区ガバナー
補佐を迎えます。
さて、今日は「電子帳簿保存法」について簡単にお
話ししようと思います。
「電子帳簿」
「電子書類」
「電子取引」がその対象で
すが、今回求められているのは「電子取引」です。分
かりやすく言うと「アマゾンで文房具を買った。
」など
の取引が該当します。今までは紙で保存してきました
が、2024 年の 1 月 1 日からは電子で取引したもの
は紙ではなく電子で保存してください。という法律に
代わります。是非、関与されている税理士と相談され
準備を進めて行ってください。

市長室での贈呈式
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まちやまでの講習会

◆幹事報告 太田義人 幹事
▶【ＲＩ第 2560 地区 2022～2023 年度地区大会】の御
案内▷2022 年 11 月 12 日(土)～13 日(日)
【第 1 日目】▷地区指導者育成セミナー 出席対象＝会長幹
事、財団、米山各委員長▷ＲＩ会長代理御夫妻歓迎晩餐会 出
席対象＝会長幹事【第 2 日目】本会議 会場出席対象＝会長
幹事、全会員 YouTube 配信での参加
▶【米山記念奨学委員長セミナー】開催の御案内
▷日時：2022 年 10 月８日(日) 開会 14 時 懇親会～1８
時▷会場：ホテルオークラ新潟
▶【第 21 回ライラ研修開催】の御案内
▷日時：2022 年 10 月 23 日(日)9 時～15 時 40 分
▷会場：ＺＯＯＭによるライブ研修
▷特別講演：守屋淳氏（作家。現代語訳「渋沢栄一自伝」著者、
グロービズ大学客員教授）▷基調講演：観音寺住職阿部正幾氏
▶ＲＩ第 2560 地区青少年交換委員会より【2023 年度長
期・短期交換学生募集要項】
（締切 2022 年 12 月 15 日）
▶9 月のロータリーレート▷１＄＝139 円（8 月レート 1
＄＝133 円）
◆理事・役員会報告
▷書面理事役員会 2022 年 8 月 24 日～29 日 書面
（FAX・E メール）による回答 15 名中 13 名
議題 ①９月５日例会再開について【承認】
②例会再開時の食事について【持ち帰りで開始】
③公式訪問（リモート形式）について【承認】
▷定例理事役員会 2022 年 9 月 5 日（月）12：15～
会場：三条信用金庫本店３階ロビー 出席：15 名中 11 名
議題 ①9 月の例会について【承認】通常通りの例会とします

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）
第４分区ガバナー補佐
渡邉 喜彦（巻）
会 長
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新会員の入会を祝して

ニコニコボックス
関博市さん、横山慎さん、
よろしくお願いします

せき
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ひろいち

関 博市

よこやま

事業所名
住
所
職業分類
電
話
ＦＡＸ
役職名

㈱関保険センター
南四日町４-６-１３
保険業
３２-６７０４
３４-７７４３
代表取締役

事業所名
住
所
職業分類
電
話
ＦＡＸ
役職名

ＰＡＰ株式会社
大野畑１５-５
ナーシングホーム管理運営
３６-５０３０
３４-７７８９
代表取締役社長
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しん

横山 慎

9/5 13,000 円
本年度累計 66,000 円
松﨑会長「新会員の関さん、横山さん、ようこそ南ロ
ータリーへ。本日より通常例会で再開です。
宜しくお願いします」
太田幹事「関さん、横山さん、入会おめでとうござい
ます！」
坂井君「関さん、横山さん、お待ちしておりました」
銅冶君、石山君、布施君「関博市さん、横山慎さんを
歓迎して」
野崎君「関さん、横山さん入会おめでとうございます。
峰嶋さん大原さんの入会も遅くなりましたが
おめでとうございます」
平松君「お久しぶりです！ 皆様の生存確認にまいり
ました！！」
西潟君「国内の女子ゴルフの隆盛は素晴らしいものが
あります。県内でも若林さん髙橋さん石井さ
ん泉田さんの 4 人の方が頑張っています」
荒澤君「9/2 に 4 回目ワクチン終了しました。5 回
目が待ち遠しいです」
坪井君、田代君「BOX に協力します」
大渓君「関博市さん、横山慎さんの入会を祝して。
BOXにご協力ありがとうございました」

📖『ロータリーの友』9月号より
7月入会の御二方、改めまして宜しくお願い致します
入会2022.7

おおはらともひろ

大原知弘

事業所名
住
所
職業分類
電
話
ＦＡＸ
役職名

入会2022.7

みねしま ゆ き こ

峰嶋由紀子

㈱大原電機商会
東三条２-１８-２６
電気設備工事
３８-５７２１
３８-４６７１
専務取締役

事業所名
住
所
職業分類
電
話
役職名

六花
本町２-６-２０中央ビル１Ｆ
一般飲食
４６-０９５０
代表

次回例会の御案内
9/19（月） 休会（敬老の日）
9/26（月） 髙橋秀樹ガバナー公式訪問（オンライン）
12：30～14：00 会場は例会場です

例会変更のお知らせ
10/3（月） 夜例会（親睦例会）へ変更
「秋の味覚例会」 会場：松木屋（予定）

丸山 智 クラブ会報副委員長
３つの記事をご紹介します。
横組 p.24「茶道家、千玄室氏
インタビュー：一盌（わん）
からピースフルネスを」
海軍海兵隊パイロットとして
終戦を迎えた千氏。アリゾナ
記念館での献茶式、平和と静
寂の京都、裏千家茶道の伝統とロータリーなど興味
深い記事です。
縦組 p.13「卓話の泉：美味しいお米の味わい方」
お米は研がずに洗うのが正解だそうです。
縦組 p.4「建築家、隈研吾氏講演：折り返し点から
のライフスタイル」
「人類20万年の歴史の間、人々は常に同じ方向『集中』
への坂道を上り続けていましたが、極限の都市化に対
する批判、環境問題、更にこのコロナ。このまま上り
続けたら先がないのではないか、と世界中が思い知っ
たのではと私は思っています。」「世界中が同時共通
体験をした結果、人類は坂道を下りるしかないと認識
したと思います。集中から分散へ、都市から自然へと
いう形で、一歩一歩、下らなければいけない。」
「『集中』の後の『分散』の世の中のシステムを考え
た時、日本は、いわば日本型ライフスタイル、分散シ
ステムを世界に向けて提案できます。もちろん国内で
も、ライフスタイルを新しくつくり替える時代が来て
いると思いますけれど。」
「三条市のアウトドアメーカーの依頼で造った木製
トレーラーハウス」の話題にも触れられています。

