【 出

席

率 】 会員６2名中５１名

【先々週の出席率】 ９３．１０％
【先週のメークアップ】
星野健司君
12/18 三条北へ
野島廣一郎君 渡邉久晃君
12/19 三条へ
12/22 地区諮問委員会及び馬塲ＧＥ壮行会へ
馬塲信彦君 韮澤喜一郎君 野島廣一郎君
鈴木武君
長谷川晴生君 安達 裕君
馬場一敏君 佐藤秀夫君
12/26 地区米山奨学委員会（新潟）へ
星野健司君 韮澤喜一郎君 佐々木常行君
佐藤秀夫君
野島廣一郎君 坂井範夫君
12/26 三条へ
天田 匡君
12/27 三条東へ
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坂本

洋司 会長

皆様、新年明けましておめでとうございます。
昨年の３１日には少し雪景色にもなり、持ち越した
除雪用品が少しは動くかと期待したのですが、期待ほ
どではなく、出雲崎では３１日～元旦にかけてゴルフ
も出来たそうで、大変過ごしやすいお正月でございま
した。
皆様には、昨年中はいろいろとご協力、ご支援をい
ただき心より御礼申し上げます。愈々私の年度も後半
に入りました。気持ちを新たにして一生懸命努めてま
いりますので一層のご協力をお願い申し上げます。
先般、忘年家族会の折に馬塲ガバナーエレクトの壮
行会を行いましたが、１２日からガバナー研修に出発
されます。研修の成果とお元気で帰国されますことを
ご祈念申し上げます。
愈々、新しい年を迎え、当クラブでは忙しさも増し
てまいります。馬塲ガバナーエレクトのもとでの三大
イベント、そして創立４０周年の記念イベント等、各
実行委員会では既に準備に入っておりますが、ペッツ
を始めとしてもう目の前に迫ってまいりました。皆様
方の英知を結集して、流石、三条南クラブと言われる
ようなイベントに仕上げていただきたいと思います。

さて、国の内外ともに激動に似た平成１９年も終わり、政治・経済・外交など全てに多くの問題を抱え
て新年を迎えました。政府は、昨年の初めから景気は緩やかに回復しているなど、その気にさせられてい
たわけですが、何と最後の最後まで、我々地方、中小企業には恩恵もなく、むしろ建築基準法の制定で建
築件数、新築住宅が半減し、それによりあらゆる業態が影響をきたす大変厳しい一年でございました。
明けて今年も早速、４日の証券業界の大発会は全面安でございまして、正月気分を吹き飛ばす大波乱の幕
開けで、昨年から引き続き厳しい年のような感じが致します。
今年の干支は「ねずみ」ですが、ねずみは古くから吉兆の使者として（良いことの起こるしるし）大変
縁起の良い干支だそうです。
ねずみは、１年～３年の寿命の間に毎年６～１０回出産するという、少子化問題どこ吹く風の超多産社会
の主役です。洋の東西を問わず、昔からねずみは病気を媒介したり人家や田畑に害を与えるのであまり良
いイメージを持たれていないのはご存知の通りです。しかし一方では、十二支の最初の（ね）にあたり尊
ばれてもいます。特に白ねずみは福徳の神とも言われ、
「古事記」の中にも出てくるように古くから良いこ
との起こる前触れと言われていたそうです。１８８５年（明治１８年）に発行された最初の日本銀行券（旧
１０円券）ですが、通称「大黒札」と呼ばれ、大黒天とともにねずみが描かれているそうです。
ちなみに、ねずみのように増殖をして行く民間金銭配当の組織を「ねずみ講」と言われていることはご承
知いただいていると思います。
今日は、干支である「ねずみ」にまつわるエトセトラということでご挨拶をさせていただきました。

幹 事 報 告
●社会福祉法人 三条市社会福祉協議会より 会長交代のご挨拶及び協力お礼
会長 坪井正康氏 から 崎山興紀氏へ
●三条市特別支援教育研究協議会より
市内特別支援学級児童生徒の「ウィンターフェスティバル」出席お礼
※ １２月７日（金）於：社会福祉センター 大久保秀男社会奉仕副委員長出席
●三条市ＰＴＡ連合会より 「ふるさと絵画コンクール」支援協力御礼
※ 毎年スマイルボックスより協賛金として 10,000 円拠出しています
●渡辺ガバナー事務所より
①地域防災セミナー 開催のご案内
日 時
２００８年 １月２６日（土） １３：３０～１７：００
会 場
長岡造形大学
②第２回会員増強セミナー 開催のご案内
日 時
２００８年 ２月 ９日（土） １２：３０～１７：００
会 場
ホテルオークラ新潟 ４Ｆ
③ローターアクト第３８回地区大会 開催のご案内
日時・会場
【前夜祭】 ２００８年 ３月 ８日（土） １８：００～
於：燕三条ワシントンホテル
【記念式典】２００８年 ３月 ９日（日） １０：００～
於：三条リサーチコア
●直江津ロータリークラブより 創立５０周年記念式典のご案内
日 時
２００８年 ３月２９日（土） １３：００～１６：４０
会 場
ホテルセンチュリーイカヤ （直江津駅前）

委員会報告
○親睦委員会

銅冶

新 年 会
日 時
会 場
会 費
取り消し

康之 委員長

のご案内

２００８年 １月２８日（月） １８：３０～
松 木 屋
（ＴＥＬ ３４－５２５２）
３，０００円
当日ＡＭ１０：００までにご連絡下さい。それ以降につきましては会費ご負担頂きます。

多くの皆様のご出席をお願い致します。
また、新年会記念俳句会へも多くの作品が寄せられますよう重ねてお願い申し上げます。

佐藤 譲会員が今年度後期より『名誉会員』に
なられました。
それに際しまして、佐藤栄祐会員に代理を務め
ていただき「名誉会員之証」をお贈りしました。

名誉会員之証
佐 藤
譲 殿
あなたはチャーターメンバーとして当クラブ
設立以来永きにわたりロータリー活動の
重要性を認識し円滑なる運営及び発展のため
寄与され その功績は誠に大であります
よって茲に当クラブの名誉会員になられます
ことにクラブ会員一同心から敬意と感謝の
意を表します
平成 20 年 1 月 1 日
国際ロータリー第 2560 地区
三条南ロータリークラブ

会長

～

１月

７日

３８，０００円

今年度累計

坂本

洋司

５６８，０００円

～

新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。
新年明けましておめでとうございます。
４０周年の年です。メンバー皆様のより一層のご協力をお願い致します。
馬塲（信）君 新年おめでとうございます。いよいよ「国際協議会」へ１２日～２２日までアメリカ
サンディエゴへ勉強に行ってきます。毎日ドキドキしています。
あけましておめでとうございます。
坪井君
今年は４０周年記念事業を始め、馬塲ガバナー誕生、地区大会など大変忙しい年とな
ります。一致団結して頑張りましょう。
新年あけましておめでとうございます。いよいよ半年後となりました。
吉井君
何かとご協力よろしくお願い致します。
新年あけましておめでとうございます。いよいよ馬塲ガバナー年度がスタート致しま
韮澤君
す。諸事業が多々ありますがご協力宜しくお願い致します。
皆さん健康で、本年も良い年でありますように！！
謹賀新年 皆様お揃いで輝かしい新年をお迎えのこととおお慶び申し上げます。
長谷川君
４０周年始め、馬塲年度の準備等、全員一丸で成功を祈念して止みません。
新年あけましておめでとうございます。本年度の各大会、健康に留意し頑張っていき
野崎君
たいと思います。
馬場（茂）君 新年おめでとうございます。良い年でありますように祈念致します。
ＨＡＰＰＹ ＮＥＷ ＹＥＡＲ！今年もよろしくお願い致します。
野中君
本年も良い年になるようボックスに協力！
滝口君
明けましておめでとうございます。栄祐先生のニコニコ顔が嬉しくてＢＯＸに協力致
嘉瀬君
します。
相田君、安達君、荒澤君、石山君、大渓君、大原君、岡村君、熊倉君、坂井（範）君、
佐藤（秀）君、鈴木（圀）君、鈴木（武）君、田中（悌）君、銅冶君、田代君、西巻君
野島君、野水君、馬場（一）君、広岡君、丸山（徹）君、武藤君、若井君、渡邉（久）君
渡邊（光）君
新年明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。
佐藤（栄）君 本日は、新春初例会でございます。大勢様より御祝儀大変ありがとうございました。
坂本君
船久保君

■吉井正孝会長エレクト

０８～０９年度クラブテーマ（案）及びクラブ運営方針（案）

０８～０９年度三条南ロータリークラブのテーマ（案）
クラブの力の全てを集めた果敢な『挑戦』の心と、
労をねぎらう『癒し』の気持ちを例会に・・・。
０８～０９年度は、三条南ロータリークラブから初めてガ
バナーが誕生します。
併せて当クラブは２００８年６月１４日、記念すべき４０
周年を迎えることとなりました。
私は、この機会を更なるクラブ発展の好機と捉えると同時
に、
「５０周年」に向け、新しい時代への準備を始める契機と
なる年と考えたいと思います。
ガバナー輩出クラブとして、これまでの活動に加え、数多くの事業が計画され、現在、着々と準備が
進んでいます。しかし、どれひとつをとっても、会員全員の関わりがなければ、成功を見ることはでき
ません。これらの事業に参加される来訪ロータリアンの全てに、三条南ロータリークラブの結束を確認
いただく絶好の機会と考えます。会員全員の皆様の、力強いご理解とご協力を切にお願い致します。
数多い事業の成功を支える原動力は、会員相互の信頼と融和の気持ち・・・。
それぞれが自分の家庭に戻った時のような、くつろぎと癒しの空間づくりを、例会に反映して行きたい
と思います。
クラブ運営方針（案）
１．ガバナー輩出クラブとして、活動への全面的な協力体制の構築
２．クラブとして、限られた予算の中での資金の有効かつ効率的な執行
３．ＣＬＰの部分導入による、動きやすく効率的な組織づくりとクラブ運営の実践
４．「女性の会員募集」も含め、１０％超の会員増強
５．社会奉仕活動を中心に、積極的なパブリシティ活動の展開
６．例会、親睦活動が中心の、会員対象事業の発展・充実

■馬塲信彦ガバナーエレクト

国際協議会出発に向けて

皆様のご支援、ご協力をいただきながらガバナーエレクトの職責を果たしております。ガバナーの入
口にも入っていない現在ですが、最後までこの職を全うできるか不安の気持ちを抱え、ドキドキしなが
ら毎日を送っております。
１２日に国際協議会に出席するため渡米致します。渡米に際しましては壮行会を開いていただき、誠
に有難うございました。皆様の温かい励ましに感謝致します。
国際協議会は、会長エレクトにとっての「ＰＥＴＳ（会長エレクト研修セミナー）
」と同じです。
ここで研修を受けないと会長になれない、ガバナーになれない勉強会です。
以前はアナハイムで開かれておりましたが、数年前からサンディエゴに会場が移りました。全世界から、
ガバナーエレクトが夫婦で出席致しますので、役員関係者も含めますと約１５００人になります。
１５００人が一堂に会して寝食を共にし研修を受けるのですから、その光景を想像するだけで眠れない
夜が続いております。
国際協議会会場には数カ国後で書かれた「入りて学び、出でて奉仕せん」の言葉が掲げられているそう
です。私もしっかりと研修を受け、期待される年度になるべく、そして、皆様の懸命なご協力に応える
べく、学んで参ります。

会員皆様に緑色のユニフォームを快く揃えていただきましたこと改めまして御礼申し上げます。そのユニ
フォームに付けていただいたシンボルバッチ『天狗様バッチ』に託す願いを紹介させていただきます。
この天狗様バッチは長谷川晴生さんに企画デザインしていただき、西巻印刷の方に仕上げを施していただいた
ものです。

ＲＩ第 2560 地区(新潟県).2008-09.馬塲信彦ガバナー年度のロゴマークについて

天狗様バッジに託す願い
馬塲年度の地区目標スローガンは、

ロータリーで人生を高めよう！
愛する地区を元気にするため、
今日こそ学び、行動しよう！
であります。
この地区目標を実現するために、シンボルバッジとして「天狗樣バッジ」
を制作いたしました。このバッジは、毎年５月１５日に行なわれる三条祭りの、十万石格式の
大名行列の花形「天狗樣」をモデルに、形状の六角形は、６月のはじめに行われる三条大凧合
戦で揚げる三条凧（六角巻き凧発祥の地）をイメージし、三条産品からペンチやドライバーを
描き込み、
「RI.D2560(新潟県)の発展」と「まちの発展」の願いも込めました。
天狗樣（猿田彦大神/サルタヒコノオオカミ）は、神話では天照大神の孫にあたる瓊々杵尊（ニ
ニギノミコト）が地上を治めるために高天原から降臨されたとき、伊勢の国からお迎えに出ら
れ先導されたことから、
「啓行（みちひらき）の神樣」といわれました。
この天狗樣バッジを馬塲信彦年度一年間身につけることで、自らの道（家庭の道・商売の道・
ロータリーの道・地域の道など）を切り拓いていく、勇気と行動力が身につくように願って制
作されました。愛する地区（新潟県）をより元気にするために、みなさまの人生への新たな道
へ挑戦されますようご期待いたしております。そして、自分の道を創造してくださいますよう
お願い致します。

