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燕ロータリークラブ 

事務所   〒959-1251   
燕市白山町 2 丁目 8-21 ディアス 202 号室 

TEL 0256-66-4545  FAX 0256-66-4443 

E-mail info@tsubame-rc.gr.jp 

例会場   燕三条ワシントンホテル 

例会日   毎週木曜日 12：30 点鐘 

 2014～15 年度 会長 遠藤 重治 

 2014～15 年度 幹事 船山 英幸 

 2014～15 年度 SAA  本間 守男 

 

 

 

     

 

 国歌斉唱 

 燕ライオンズクラブ例会 

 燕ロータリークラブ例会 

 記念撮影 

 記念コンサート本宮宏美  

 ウイサーブ（乾杯） 

 懇親会 

 万歳三唱 

 メークアップ     なし  

 

 

      

  

 

 

本日の出席報告（４／１ ） 

会員数  ３１名   

出席計算 ２８名 

本日出席 ２０名  

本日の出席率 ７１．４２％ 

先々週の修正出席率（３/１９）７５．００％ 

先々週の出席補填 １名 

 

本日のプログラム 

 

燕ライオンズクラブ 

燕ロータリークラブ 

５５周年記念合同例会 
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燕 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ 例 会 

 

2015.4.1 第 1298例会 

開会宣言          

開会ゴング 

ライオンズの歌 斉唱 

ライオンズの誓い宣誓  

会長挨拶             

閉会ゴング  

 

会長挨拶  燕 LC 会長 真野一郎 

皆さん今晩は。燕ライオンズクラブ会長の真野一

郎と申します。宜しくお願い致します。今日は燕ロ

ータリークラブ・燕ライオンズクラブの５５周年記

念合同例会の開催にあたり一言挨拶を述べさせて

いただきます。ロータリークラブの会長様、また諸

先輩方がいらっしゃるなか、冒頭に挨拶をさせてい

ただきますこと大変恐縮に感じております。 

 

燕の並木通りの歩道橋前の川桜が満開になりま

して、燕に春が訪れたと感ずる今日この頃になりま

した。私はこの色の濃い八重桜が咲くのを大変楽し

みにしております。このような良く日に燕ロータリ

ークラブ様の多大な御尽力のお蔭で、本日の合同例会が開催されましたこと、大変有り難く、

また喜ばしいことと思っております。同じ燕市において、奉仕活動という同じ志を５５年間

続けてきた二つのクラブが一同に会するという、歴史的な事が実現できたと思っております。

私は今年度のクラブ会長モットーに「奉仕で通じた仲間つくり」を掲げて活動を続けて参り

ました。自クラブだけのことと考えておりましたが、志の同じお仲間とこうして一同に会す

ることができ、実現できて本当に喜びに堪えません。 

燕ライオンズクラブは１９６０年４月に新潟ライオンズクラブをスポンサーとして県下７

番目のクラブとして国際協会の認証を受けて誕生いたしました。当クラブにはその際、ご尽

力されたチャーターメンバーの高橋甚一ライオンも在籍しておられます。当時のロータリー

クラブのことも良くご存じのことと思います。今日はそんなわけで乾杯、ライオンズクラブ

ではウイサーブと言いますが、乾杯をとっていただけることになっておりますので、そんな
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お話もお聞きできるのではないかなと思っております。今日はお話したい事やお礼を申し上

げなければならない事がたくさんありますが、時間の関係でこの辺でやめさせていただきま

す。 

最後に５５年という長きにわたり、奉仕活動を続けてこられた両クラブのお亡くなりにな

られた方もいらっしゃいます。亡くなられた方を含めた諸先輩方、また現在奉仕活動を続け

ておられますメンバーの皆様に衷心より敬意を表させていただいて甚だ簡単ではございます

が挨拶とさせていただきます。大変有難うございました。 

 

以上をもちまして燕ライオンズクラブ１２９８回、例会を閉会いたします。 

L 会長 閉会ゴング 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席者合計 ３４名 ～敬称略～ 

・燕 LC（２３名） 

高橋甚一 中山正昭 阿部幸平 樋口優 井上浩一 笠原吉一 

原田新三郎 佐藤文孝 細川哲夫 真野一郎 大矢龍平 桜井甚一 

山下一男 本間俊明 山田貢一 伊藤慎市 鈴木秀美 川崎政人 

南波孝一郎 池野芳純 長谷川博 井島正市 小田栄一 

・雪つばき支部（１０名） 

石黒八重子 久保田清子 小林陽子 斉藤妃早子 佐藤久美子  

志田依子 桜井京子 長谷川正子 原田マサ子 深澤サチ子 

・笹崎朝子（事務局） 
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燕 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ 例 会 

 

2015.4.1 第 2665例会 

 

開会点鐘 

ロータリーソング唱和「四つのテスト」 

握手タイム  

会長挨拶 

閉会点鐘 

 

会長挨拶  燕 RC 会長 遠藤重治 

みなさん今晩は。燕ロータリークラブの会長を仰

せつかっております遠藤重治と申します。今日はラ

イオンズクラブさんの深い懐の下で、一緒に合同例

会が行われるという事で、特別な高揚感を持って私

はここに上がらせていただいております。 

今日のお話をいただいたのはライオンズの真野会

長から昨年の秋頃、「一緒に例会をやりませんか？」

という素朴な一言で始まりまして、それから私共の

幹事、ライオンズクラブさんの幹事、非常に難しい

調整をたくさんしていただいて、そして、今日のこ

の合同例会の運びとなりました。 

 

ライオンズクラブさんというのは、私共にとってみると「近くて遠い存在」同じ様な事をや

っているのだろうけれどちょっと良く分からない、と言った存在でありました。しかし、そ

れは今日を境に「近くて分かり合える仲間」となるのではないかと思っております。考えて

みれば社会奉仕、地域貢献という同軸の仕事をしている二つのグループが、５５年という間

の中に交流といったものが全くなかったというのは不思議な気もいたしましたが、この５５

年の時を超えて、今日初めて本格的な交流が実現したわけであります。今日からは仲間です！

これからまた燕、この地域社会において車の両輪の如く、燕ライオンズクラブさんと燕ロー

タリークラブが益々地域に貢献し奉仕活動が出来るように、そしてこの二つのクラブが益々

弥栄に盛んに、そしてこの交流を基にもっともっと前向きに良い地域活動ができることを祈

念させていただきまして、今日からは仲間だということを念頭に置きまして、私の挨拶に代

えさせていただきます。今日は有難うございました。 
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SAA 本間守男 

以上をもちまして燕ロータリークラブの例会を終了致します。会長、閉会の点鐘をお願い致

します。 

閉会点鐘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席者合計 ２１名  

・燕 RC（20 名） 

青柳修次 浅野金六 遠藤重治 藤崎滋人 船山英幸 長谷川克紀 

樋口徹 本間守男 飯塚耕以智 片岡厚 皆木昭夫 長岡修作 

小田島藤吉 齋藤貴介 坂井栄三 高橋忠 鳥部文雄 薄田恒男 

鷲尾英一郎 吉塚道夫 

・今井京子（事務局） 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

ウイサーブ(乾杯) 燕 L 高橋甚一 

燕奨学資金を両クラブがお金を出し合って昭和３６年からずっとやっ

ておりました、共同事業的なものはそれくらいで後はそれぞれのクラブ

が独立した中で奉仕事業をやって来たというのが実態かと思います。ロ

ータリークラブは三条、ライオンズクラブは新潟から誘いを受けて、結

局一緒にできたわけです。５５年、月日は矢のように早いものだなと思

います、私が２４歳の時でしたから、今年中には８０歳になります。で

きるだけ健康に留意して生涯現役で頑張ろうかなと考えております。 

今回の合同例会、最初私はなかなかお金のかからないことを良く考え

たなと思いましたが、こうやって色々と見ておりまして、本当に厳粛の

うちにもなかなか意義ある合同例会であるなとつくづくそう思いながら、

今まで何故こういう会をやれなかったのかと悔やんでおります。今後は「近くて近い両クラ

ブ」という事で仲良くしてまた機会があればこのようにしていただければと思います。 

 

ライオンズクラブでは乾杯のことを、ウイサーブと言います。我々は奉仕するということ

でライオンズクラブのモットーです。ライオンズ形式でやっていいんですね？ 

はい、ご起立をお願い致します。 

『ウイサーブ』  全員で・・『ウイサーブ！！』 
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本宮宏美 ☆  記念コンサート 
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次回の予定 

４月９日（木）通常例会 スピーチ 米山奨学生 黄敬永君  ＜理事会＞ 

             ※ AM 11:30～ 「台湾視察研修・説明会」開催。 

 

  １６日（木）夜の例会 ４クラブ合同観桜会（ホスト：燕 RC） 

                          点鐘 PM6:30   会場 日本料理ちゃんこ越葉 

 

  ２３日（木）通常例会 外部卓話 燕ライオンズクラブ 会長 真野一郎様 

 

  ３０日（木）休  会 クラブ休会③ 

４月の行事予定 

４月１０日（金）燕スポーツ少年団顔合わせ会  時間 PM７：００～ 会場 萬会館 

                                   

４月１１日（土）クリーンデー燕開催！!        集合時間 AM6：30 

                                            集合場所 燕中央自動車学校・駐車場 

４月１６日（木）４クラブ合同ゴルフ大会    イン・アウト 両コース 9：10 

（ホスト：吉田 RC）          新潟カントリー倶楽部(巻) 

                       

 

                          ５月の行事予定 

５月１０日（日）  2015-16 年度 地区研修・協議会 

           登録受付    9：00～10：00 

             研修・協議会 10：00～16：00 

              懇親会    16：00～17：30 

                     ※集合場所 JR燕駅前 集合時間 AM 8:30  

 

５月１６日（土）    佐渡南ロータリークラブ創立４０周年式典 

登録  11：20～   終了 15：15  

会場  ホテル八幡館 

 

５月２２日（金）～２５日（月） 燕ロータリークラブ・台湾視察研修 

 

５月３０日（土）    新潟西ロータリークラブ創立４０周年式典 

            登録  10：00～   終了 14：10 

            会場  ホテルオークラ新潟 

          

 

    

                          


