【 出 席 率 】 会員５７名中３３名
【先々週の出席率】 ８８．４６％
【先週のメークアップ】
12/25 三条東ＲＣへ 野島廣一郎君
12/30 三条北ＲＣへ 野島廣一郎君 田代徳太郎君
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吉井

正孝 会長

皆様改めて、明けましておめでとうございます。
今年も宜しくお願い申し上げます。
さて平成 21 年度が今日一斉にスタートを切りまし
た。
この正月は雪もなく比較的穏やかな新年の幕開けとな
りました。
年によっては、新年出社の「初仕事」が、年末から年
始の休みにかけて降り積もった雪の後始末をして会社
に入るという年もあるのですが、今年は平場では「小
雪」、スキー場など「山沿い地域」では例年どおりの雪
で、バランスの取れた形の冬となっている様子で、ひ
と安心と言うところでしょうか。
ところが巷は、穏やかな正月に比べて昨年来、暗い
ニュースで溢れております。
アメリカ発のサブプライム・ローン問題に端を発した
世界恐慌の波が、いち早く日本にも、そしてここ三条
にも押し寄せてきております。誰も見たことも無い筈
なのに、
「百年に一度」の大恐慌と言われたり、その影
響を予測させる不安材料だけがマスコミ紙面や画面に
映し出され、あたかも「日本の終り」を予測させるよ
うな、ありったけのマイナス情報が、連日我々の目の
前に映し出されております。今、起きている事柄の全
てが、加えてこれから予測される不安要因の全てが、
その筋書き通りに進むとすれば、日本人の知恵はそん
なに浅いものだったのか・・・と、日本も世界から呆
れられ、日本人も自信とプライドとアイデンティティ

を喪失して、ますます転落の一途を辿ってしまいます。
昨日の日刊工業新聞のコラムに、今は亡き著名な経済学者 ピーター・ドラッカー博士が語る「日本人観」
が載っていました。要約して読んでみたいと思います。
「経営理論の研究」で知られ、わが国でも人気が根強いピーター・ドラッカー氏の生誕から今年は 100 年
にあたる。彼なき今も、彼の著書に対する人気は根強く、新刊は必ず一定部数がはけると言う。不況になる
ほど、ビジネスマンや経営者に「聖書」のように読み親しまれるそうだ。水墨画など日本文化に通じていた
氏は、「すべての文明、或いは国の中で、日本だけは目よりも【心】で接することにより理解できる国」と
評し、日本に敬意と温もりの姿勢を絶やす事がなかったと言う。
急展開の景気悪化のもと、言霊をないがしろにする事態が起こっている。
電話一本、紙切れ一枚で採用内定や派遣契約を取り消す企業。炊き出しを待つ失業者の長い列。100 万円の
支度金で企業に雇用を迫る政府。利益が最終目的化し、人は組織の道具に成り下がるのか。
「日本の問題解決手法が他の国のモデルになる」。バブル崩壊後の危機をどう乗り切るかで、氏は「コミ
ュニティーや調和を維持して、忠誠心の高い労働者のいる日本こそが世界の手本になる」。そして、
「日本人
は悲観することはない」と経営学の巨人 ドラッカーは今もきっと、天上から希望と勇気を注いでくれてい
る。近代的であっても「西洋的ではない」日本の価値を見つめなおす絶好の機会にしたい。
という内容でした。
本音と建前論は別として・・・、年頭にあたり日本人としての自覚を再認識して、自分自身を鼓舞するひと
つのヒントとして、敢えて今日はこの話を取り挙げてみました。

□永桶

俊一（ながおけ しゅんいち）君
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1960（Ｓ35）年 10 月 26 日（48 歳）
（株）ナガオケ
三条市月岡 1－６－６
ＴＥＬ
34－5881
ＦＡＸ
34－5927
Ｅメール nagaoke@lily.ocn.ne.jp
三条市東本成寺 152－5
ＴＥＬ
34－2248
父、母、妻、長男
スキー ゴルフ

圀彦 幹事

●馬塲ガバナー事務所より ロータリーレート変更のお知らせ
1 月 1 日より 1 ドル ９６円 → ８８円
●柏崎・柏崎東・柏崎中央ＲＣより「中越沖地震災害義援金報告書」
新津中央ＲＣより「創立３０周年記念誌」
新潟万代ＲＣより「ライラ研修報告書」 が届いております
●燕三条青年会議所より「第３回ふるさとロボチャレンジカップ in 県央」開催報告書
※南ＲＣ 前年度協賛金として 20,000 円拠出）

委員会報告
◎親睦委員会

と き
ところ
取り消し

坂井

範夫 委員長

のご案内
1 月 26 日（月） 18：30～
松 木 屋 （☎３４－５２５２）
当日ＡＭ10：00 までにご連絡下さい。無駄のでませんようご協力お願い致します。

✽多くの皆様のご出席をお待ちしております。また、記念俳句会に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。

～・

１月 ５日 ５９，０００円

今年度累計 ５７６，０００円

・～

新年あけましておめでとうございます。今年が皆様にとって昨年より少しでも良い年となりますように…。
牛歩でいいから多少でも景気が回復しますように・・・。
鈴木（圀）君 今年もよろしくお願い致します。新入会員の永桶さん、歓迎致します。
家族忘年会の折、叙勲のお祝いをいただき恐縮しております。御礼の気持ちでボックスに協力します。
大久保君
若井君
明けましておめでとうございます。永桶俊一さんのご入会を心より歓迎致します。
坂井（範）君 新年おめでとうございます。永桶社長の入会、待っておりました。
佐藤（嘉）君 明けましておめでとうございます。今年はお世話になります。宜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。ＲＩ第2560地区の事業等諸々の件あると存じますが、ご協力
韮澤君
宜しくお願い致します。共に健康に留意していただき、元気で過ごしましょう。
謹賀新年 新春例会にあたり、会員諸兄のご繁栄とご多幸をご祈念申し上げます。
長谷川君
今年も宜しくお願い致します。
武藤君
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。孫と将棋をして楽しみました。
おめでとうございます。本年もお世話になります。良い年になりますように！
西巻君
相田君、荒澤君、大渓君、大原君、草野君、熊倉君、鈴木（武）君、坪井君、野崎君、野島君
野中君、馬場（一）君、星野君、丸山（徹）君、渡邉（久）君
新年おめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。
吉井君

佐藤（栄）君 おめでとうございますと大きな声でとても言えない気分・・・。
田中（悌）君 吉田様 ご令閨様急逝を知りました。暮の夜例会で「今、大作に取り組んでいる」とお聞かせいただ
いたばかりなのに・・・。衷心よりご冥福をお祈り致します。
安達君

明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。ＢＯＸ協力に感謝して。

■２００８～０９年度半期決算報告

・・・・

鈴木

圀彦 幹事

□２００９～１０年度クラブ運営方針について ・・・・ 佐藤 嘉男 会長エレクト
いよいよ本年７月より会長を務めさせていただきます。
４０周年、ガバナー輩出とここ数年、あわただしいクラブ運営
でしたので、
「私年度は何もしないで・・・」と考えておりまし
たが、やはりやるからには一所懸命務めて参りますので、ご協
力の程宜しくお願い致します。
クラブ運営方針、テーマについて
地区副幹事としていくつかのクラブの公式訪問に馬塲ガバナ
ーに同行させていただきましたが、そこで、地区の方針、ガ
バナーの方針がクラブに反映されていないことが多く驚かさ
れました。そのことを踏まえて、私年度は３月開催の「ＰＥ
ＴＳ」での示されます植木ガバナーの運営方針を基盤として
クラブテーマを、活動方針を考えてゆこうと思っております。
クラブ役員・理事・委員会組織について
本来ですと、本日皆様に組織表をお配りしなければならないのですが、活動しやすい組織作り、
また、幹事を務めていただく荒澤さんが現在地区役員としてＣＬＰ（クラブリーダーシッププラ
ン）について研鑽を積まれています、荒澤幹事に教えていただきながら南クラブの組織にＣＬＰ
を取り入れ、より柔軟なクラブ運営がなされる組織作りに致したいと構想を練っております。
２月の第一例会には発表させていただきますのでご了承下さい。
社会奉仕活動について
お金をかけずなくとも充実した内容の、中身の濃い社会奉仕に取り組みたいと考えています。
皆様のご指導、ご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。
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2008-09 年度 第 2560 地区クラブ紹介
新津ロータリークラブよりのメッセージ

2008-2009 年度
新津 RC
大嶋 小百合会長

1955 年、新潟県内 4 番目のクラブとして 22 名でスタートした歴史のあ
るクラブです。一時は 60 名を越える会員数でしたが、今年度スタート時点
では 25 名と半分以下という状況でした。今年度の重点目標の一つである会
員増強は意に反し退会者があり大変苦慮している状況です。もう一つの目
標である出席率の向上については、出席しやすい雰囲気・魅力のあるクラ
ブ作りを目指し目下取り組んでいるところです。
11 月 1 日から 2 日間で行われた秋葉区内の小学生対象としたミニバスケ
ットボール大会は今年で 31 回を数え、共催のクラブは男女ともに優勝、準
優勝、第 3 位（2 チーム）各チームのメンバー15 名にそれぞれ金・銀・銅
のメダルをクラブ全員が出向き首にかけてあげています。児童の体力づく
りと社会性の育成やチームの親善を深め、友情の輪を広げるお手伝いをさ
せて頂いております。

村松ロータリークラブ会長よりのメッセージ
皆さんこんにちは。
当クラブは、現在会員数８名と少数ですが充実したクラブ活動を行っ
ております。
社会奉仕委員会では、今年も『第５回村松ロータリークラブ杯少年野
球大会』を開催しました。市近郊だけでなく県外の強豪チームも参加し
２日間にわたり熱戦が繰り広げられました。また、地元新聞や市報など
に記事を掲載しクラブ活動をＰＲしています。
新世代奉仕委員会では、イン
ターアクトクラブの活動支援を
行っております。村松高校イン
ターアクトクラブでは、地元保
育園や特別養護老人ホームへ訪
問するなど活発に活動していま
す。
当クラブは、現在４７年目。
５０周年を目指しメンバー一同
頑張っていきたいと思います。
村松ＲＣ野球大会の写真

2008-2009 年度
村松 RC
小島 利男 会長

逆風の中から見える友情の光

2008-2009 年度
五泉 RC
佐藤 渉 会長

10 年前は 60 名いた会員が厳しい経済状況により現在 26 名で本年度はスタ
ートしました。
この現状を打開するため理事・役員会では会員全員に出席してもらい会員
増強にむけ知恵を出しているところです。クラブが唯一自慢できることは、
青少年育成事業として昭和 55 年より始めたロータリー杯少年野球大会が
今年で 29 回を重ね、現在では五泉市内以外からも多数参加を頂いており
ます。小さくともキラリと輝くクラブを目指すため、会員一同毎週例会に
足繁く参加しています。

