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会長挨拶 橋詰 敏一
３週ぶりに例会場に戻ってまいりまし
た。２回連続の移動例会、担当いただい
た職業奉仕委員会さん御苦労様でした。
楽しい例会でした。季節は二十四節気の
大雪でした。この上越にもそろそろまと
まった雪がまいりますでしょうか。子供の頃は、雪
が待ち遠しかったことが思いおこされるのは私だけ
ではないと思います。また、今日８日は日本が太平
洋戦争に突き進んだ日であります。北朝鮮、中東と
不安定な状勢が続きますが、平和であってこそのロー
タリー活動です。注視してまいりたいと思います。
話は少し戻りますが、11 月 18・19 日と米沢上杉
RC55 周年に９名のメンバーの皆さんで参加致し、歓
待を受けました。上杉 17 代当主を交えて、心温まる
交流をさせていただきました。上杉 RC は 50 周年、
酒井ガバナー輩出、そして 55 周年と５年の内に３つ
もの大イベントをされました。会員は、年初 66 名が
現在 71 名と勢いがあります。当クラブも姉妹クラブ、
同じ上杉繋がりとして負けられないと、力をいただ
いて帰って参りました。本日は、クラブ総会です。
当クラブにとっても重要な日となるものと考えます。
次年度の体制そしてガバナー輩出の件です。どうぞ
宜しくお願い致します。
ロータリーでは、12 月は疾病予防と治療月間です。
「ポリオ撲滅」は基よりですが、ロータリアンの皆様
もインフルエンザ・腸炎等流行しているようです。
年末にかけての１年の締めに当り、お体ご自愛くだ
さい。
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永井真伊君（高田 RAC）

メイクアップ

橋詰敏一君・牧野章一君（12/５第７分区緊急会長幹
事会）
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ライラ研修修了証書授与
（高田 RAC）

永井真伊君

委 員 会 報 告
出席ニコニコ BOX 委員会
ＳＡＡ―食事数ピッタリ今年度３回目
親睦委員会―12 月のお誕生日各お祝い
Ｒ財団委員会―寄付のお願い
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配布物：週報№ 17・18・19・2018-19 年度役員理事名簿・
ロータリーの友 12 月号
回 覧：ガバナー月信 12 月号
報 告：１月５日 新年初例会（夜例会）のご案内

年次総会（クラブ細則 定数確認にて総会成立）
橋詰会長
・規定により、会長が議長を務めさせていただきます。
ロータリー活動では、総会はこの 12 月初旬の１回の
みで主に次年度の役員人事の承認をいただいており
ます。今回は、加えまして 2019-20 年度のガバナー
輩出について、12 月４日付で全会員向けに事前配布

致しました議案を提出します。宜しくお願い致しま
す。
第１号議案：
2019-20 年度ガバナーに当クラブ大谷光夫氏を
推挙する件
→ 全会一致にて、承認される。
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第２号議案：
2018-19 年度役員・理事を牧野会長エレクトよ
り発表
・次年度会長の牧野です。
2018-2019 年度 役員・理事名簿を皆様のお手
元に配布いたしました。
次年度のクラブの運営は、この皆様方のお力
を役員・理事として発揮していただき、また、

皆様のご協力の基に進めてまいりたいとおも
います。
ご承認のほど宜しくお願い申し上げます。
→ 全会一致にて承認される。
・高田クラブが一丸となり、大谷ガバナーを支えて
いく事を確認し、総会を閉じる。

クラブ協議会
◇橋詰会長
早くも５ヶ月が過ぎ、ここまで無事に
務めさせて頂いておりますのも、高田ク
ラブの皆様の温かいご支援の賜ものと感
謝申し上げます。
前期は、対外的な活動が多く、クラブ内奉仕への
自分自身の注力が少々少なかった所ですが、後期は
目標の会員拡大純増４名目標達成並びに各委員会の
皆様と共にクラブ内活動の充実にも努めてまいりま
す。

演会を開催いたしました。（健康診断９名 例会
出席者 31 名）
３．企業訪問として 12 月１日に移動例会で岩の原葡
萄園にお邪魔して夜のワイン会でお楽しみを頂
きました。（出席者 29 名）
４．2018 年３月２日には移動例会で陸上自衛隊高田
駐屯地にお邪魔する予定ですのでご期待くださ
い。
その他は計画中でありますが会員の皆様のご参加
宜しくお願い致します。

◇クラブ奉仕Ａ 牧野委員長
本年度の会員増強は、純増４名以上で
す。
９月、会員増強委員会から新会員候補
者のリストアップを皆さまにお願いいた
しました。新しい試みでした。現在正会員 66 名で増
減はありません。
後期は前期の種を実りあるものにするため３委員
会の連携を深めてまいります。

◇社会奉仕委員会 遠藤委員長
10 月７日㈯地区社会奉仕委員会の主催
によります、
「地球環境保全のための植樹
事業（上越地区）が上越市板倉区国川地
区において当クラブ会員の皆様、15 名の
参加を頂き、山桜、ななかまど、めぐすりの木等 30
本の植樹をいたしました。ご協力ありがとうござい
ました。
◇国際奉仕委員会 石倉委員長
今年の計画として、財団のグローバル
補助金を活用した奉仕プロジェクトに参
加する事をかかげています。現状県内で
は３クラブが補助金を活用し海外への奉
仕活動を行っており、高田 RC としても将来的には
単独での活動参加を目指して行きたい。但し今期に
関しては新潟中央 RC のバンコクへの支援活動に協
力する形で取組みを行う予定でおります。
特にタイは保険サービスが行き届いておらず 20 万
人の方が肝臓の病気を患っています。新潟中央 RC
も 1,500 万の予算の中で、血液透析機を寄付する活
動を行っており高田クラブとしても透析の必要な患
者への手助けを行いたいと考えておりますのでメン
バー皆さんの協力をお願い致します。（クラブとして
10 万円程を寄付予定）

◇クラブ奉仕Ｂ 髙坂委員長
６月８日に関係する四委員会合同会議
を開催し、橋詰会長の年度方針周知を行
いました。各委員会ではその方針に則り、
協力しあい会員への親睦・有益な情報発
信に努めています。残り年度内も一致協力し臨んで
まいります。
◇ＳＡＡ 大谷委員長
①今 期方針として、例会は和やかに楽し
く → 例会出欠確認用紙に当日の食事
献立も入れ出席率を高めるようにしま
した。
②食事の内容についても季節感をとり入れるよう会
場側にも依頼
③席順がマンネリ化しないよう、くじ引きにより色々
な方々と同席出来るように変更、非常に好評なの
で後半も半分くらい実施を検討します。
④例会の参加・不参加について変更が出た場合には
速やかに事務局へ連絡を入れて下さい、クラブ全
体の大切な費用ですので無駄を無くすよう協力を
お願いしたい。

◇青少年奉仕委員会 飯塚委員長
今年度ローターアクトは、細野会長・
草野幹事・藤巻会計の三役 10 名でスター
トし、10 月から高田東の延澤様の息子さ
んに入会頂き現在 11 名となっておりま

す。
今年度クラブ単位では、７月のチャリティーフリー
マーケットに始まり、９月末には南葉山で登山から
キャンプ。10 月には昨年も行いましたカラムシの和
紙作りを越後春日山の風間様・飯野様のご協力で行
いました。本年度は行灯作りに挑戦しました。また
永井さんが地区代表エレクトになり、今年度地区大
会の実行委員長にもなっているため、そちらの活動
にも永井さん含め３名参加しています。
青少年奉仕委員会としてはその他に、インターア
クト、RYLA 研修に参加しております。

◇職業奉仕委員会 羽深委員長
１．職 業奉仕委員会は、四大奉仕部門の
第二奉仕部門であります。
奉仕の機会としてのあらゆる職業に
おいて、高度な道徳的水準を推進し、
その価値を認め、職業を社会のニーズに役立て
るため RI では 1989 年に職業宣言が採択されて
おります。
（８項目は省略いたします）
２．当 委員会は計画通り 11 月 17 日に上越地域総合
健康管理センターでの健康診断と外部講師の講
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