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メイクアップ

皆さんこんにちはー
橋詰会長がカナダトロントで開催
されている国際大会に出席されてい
るので、直前会長の私からご挨拶申
し上げます。トロント RI 国際大会
には当クラブから東山さん、水上さん、石倉さん、
大島さんと橋詰会長の５名の参加と聞いていま
す。RI 国際大会の目的は、国際レベルにおいて
ロータリアンを鼓舞し啓発することとあります。
また、国際大会の本来の目的を減じない限り、
ロー
タリアンの親睦を図ることも重要であるとありま
した。多分、今頃はカナダのナショナルフーズで
あるプーティン（プーチンではありません）これ
は、フライドポテトにグレイビーソースと粒状の
チーズをかけたファーストフード形式の食べ物で
これをツマミながらカナディアンウイスキーで親
睦を深めているのではないでしょうか。羨ましい
限りです。
さて、折角の機会ですので大谷ガバナー年度の
動きについて報告をさせていただきます。これま
でに２回のガバナースタッフ会議を開き今後の予
定、特に４大大会の進捗状況について確認をしま
した。そして、９月 15 日に大谷ガバナーエレク
ト事務所の開所式を計画しています。そのための
事務所の準備に今動いています。これから地区役
員、各委員長の人事、組織作りに入ります。高田
クラブの皆様にもポストの割り振りを行いますの
で、ご協力をお願いします。

橋詰敏一君・大島 誠君（６/23 ～ 25 第 109 回
国際ロータリー年次大会 2018）
東山昕也君・石倉 悟君・水上喜芳君（６/23 ～
26 第 109 回国際ロータリー年次大会 2018）
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ニコニコBOX紹介
田中 正人君 ―平成 11 年第１期工事着工以来、
高田駅前通りの雁木が完成致しました。29 日
より、蓮まつり終了の８月 15 日までの間、大
和電建様にお手伝いいただきイルミネーション
を点灯します。是非お出かけ下さい。感謝
嶺村俊之君―当社は、７月１日付けで管内の事
業所の再編を行い、各地域に電力センターを新
設することになりました。これに伴い、上越営
業所は電力の小売りを行う営業課のみの組織と
なり、新設される上越電力センターが営業課以
外のこれまでの上越営業所の業務と、北城町に
ある高田技術センターを統括する事業所となり
ます。私は、７月１日から上越電力センターの
所長に役職が代わりますが、これまで同様に上
越地域の窓口を務めてまいりますので、よろし
くお願いします。

委 員 会 報 告
次年度社会奉仕委員会―７/１関川クリーン作
戦について
佐藤次期幹事―2018-19 年度年会費についての
お願い
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配布物：週 報 № 45・2018-19 年度年会費について
のお願い

92.86％
1

クラブ協議会

その２

◆会員選考委員会 髙橋（俊）委員長
当初のクラブ事業計画に掲げました「運営
方針」「事業計画」で掲げた通り新規入会候
補者に付いては、推薦段階で当クラブの会員
として全員がふさわしい候補者でした。
私ども委員会は殆ど入会者を協議する必要はありませ
んでした。増強委員会の皆さん、会員の皆様にこの場を
お借りして、お礼を申し上げます。

・高田公園で開催されました、上越市主催の第20回上越
みどりのフェスティバルに参加し、高田RCの今迄の活
動と高田公園に施設の寄付等についてPRをし、同時に
コヒガン桜の苗木を配布しました。当クラブより20名
参加して頂き、大好評でした。（H30年４月30日）
◆国際奉仕委員会 田中幹事代読
指針 他国の人々と理解と親善を深め、会員
各位が交際交流に参加できるようバック
アップしていきたい。
活動内容
１．グローバル補助金プロジェクトに参加する。
2017-2018 年度グローバル補助金プロジェクトが３
件地区内で実行されるが、その１つに高田クラブと
して参加する。
２．上越地区在住の外国人（上教大学留学生等含む）と
の交流
上記活動内容の結果
１．新 潟 中 央 ク ラ ブ が ホ ス ト と な っ た「 タ イ に 人 工
透析器を送るグローバル補助金プロジェクト
GG1861825」に参加。高田クラブとして 1,050US ド
ルを拠出。タイからの報告書が来次第また例会で発
表致します。
２．３月６日 上越教育大学国際交流の集い参加
当クラブから佐藤副委員長とチャーリー君が出席し
ました。

◆プログラム委員会 髙槗委員長
今年度の例会 47 回、うち 31 回の卓話のプ
ログラムを用意することでした。会員の卓話
を通して会員相互を知ることと、出来ればタ
イムリーな話題を外部の方も含め話をしてい
ただければと云うことで、通算３回の委員会を開き何と
か１年間を終わる事ができました。ご尽力並びにご協力
頂いたメンバーに感謝申し上げます。
◆広報・会報・雑誌委員会 箕輪委員長
今年度の活動について
①週報に関しては、遅れることなく毎週発行
し親しみやすい紙面づくりを目指し取組み
ました。
②雑誌『ロータリーの友』への投稿に関して
ロータリアン一人一本植樹活動の一環で、５月に開催
された「上越市みどりのフェスティバル」への社会奉
仕活動を投稿、現在審査中です。※コヒガンザクラの
幼木を 50 本無料配布しました。
③新保ガバナー方針でもあります、マイロータリーへの
登録に関して
入会歴の浅い、若手メンバー中心に登録を進めました。
④ホ ームページに関しては特別新しい取組みは出来ず、
クラブの奉仕活動などを次年度の委員会メンバーには
積極的にアップして頂きたい。

◆米山奨学委員会 佐藤委員長
今年度の委員会は委員長 佐藤信明、羽深
元悟副委員長、澤井祥典委員、宮澤正雄委員
の４名で行いました。今年度の寄付目標額１
人 20,000 円を達成するため、前年度同様に会
員が気軽に寄付が出来る場面を設定し、寄付をよびかけ、
皆様のご協力を得てなんとか、ほぼ目標を達成すること
ができました。皆様のご協力に心から感謝申し上げます。

◆親睦委員会 髙橋（正）委員長
「楽しい例会作りに、メンバー全員で取り
組みましょう」の活動方針のもと、メンバー
の皆様の御協力により、年６回の親睦例会を
楽しく開催できました。６回の親睦例会の内、
本年度は２回の家族例会を開催できました。オークショ
ンでは、社会奉仕委員会・出席ニコニコ委員会協力のも
と目標金額に達することが出来、楽しい例会を開催出来
ました。
また、３クラブ合同例会には、SAA・月影雅楽保存会
協力のもと、雅楽演奏を披露でき、皆さんに楽しんでい
ただけたと思います。

◆青少年奉仕 飯塚委員長
今年度は、霜村さん山崎さんと私の３人体
制でした。
活動は例年通り、高田ローターアクトクラ
ブのバックアップをメインにインターアクト
の年次大会及び RYLA 研修への参加等行って参りました。
本年度高田ローターアクトではクラブの活動は基よ
り、永井さんのエレクト就任により地区行事への関わり
も多くなり実行委員を務めるなど、多くの行事への参加
がありました。
また春イベント等で他地区からも多くの参加者があり、
来期の地区代表年度に繋がるのではと期待しています。
本年度は青少年奉仕委員のロータリー歴が浅く、バッ
クアップ仕切れない部分もあったと思いますが、来期に
向けて前進していければと思います。

◆社会奉仕委員会 遠藤委員長
・地域社会の奉仕活動として計画いたしまし
た、関川クリーン作戦は前日の大雨のた
め関川の増水により中止となりました。
（H29年７月２日）
・地球環境保全のための植樹事業といたしまして板倉区
国川地区にて植樹をいたしました。この事業は地区の
社会奉仕活動として当クラブより15名の参加で30本の
苗木を植樹いたしました。（H29年10月７日）
・社会奉仕活動の資金のためにオークションを開催させ
ていただきました。皆様の御協力により223,000円の売
り上げを頂きました。（H30年２月９日）
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１ ７月６日

クラブ協議会１

デュオ・セレッソ

２ ７月13日

クラブ協議会２

デュオ・セレッソ

３ ７月20日

宮下第７分区ガバナー補佐訪問

デュオ・セレッソ

４ ７月27日

納涼会

宇喜世

