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【出席率】          会員６５名中４７名  

  【先々週の出席率】     ８２．７６％ 

【先週のメークアップ】 １／３１ 三条北ＲＣへ   鈴木圀彦君  
２／ ４ 次年度第４分区会長幹事会（加茂）へ  馬場一敏君  田代徳太郎君   

        
   
                                           

 
佐藤 栄祐 会長 

 
ご挨拶を申し上げます。 
『世の中、間違ってるぜ 誠に遺憾に存じます』と植木等が歌っ

ておりました。４０年も前ですが、何年経っても変わらない事の証

明の様な昨今の不正の数々でございます。 
今回は、そんな喧噪を離れて私事でありますが、洗心の旅、霊峰

富士の麓へ、西野先生と他数名で行って参りました。本当の目的は、

富士山を眺めながらのゴルフでありますが、もう一つの楽しみは、

１０年来常宿にしております旅館『たちばな』であります。 
この旅館は、富士山を眺めるために建てられたと言っても過言でな

フです。どのホールからも富士山が見られ、うっとりとしてしまいます。スコアーなど気になり

の干物を土産に買って帰るのが定番となっております。 

い作りで、全室が富士山に面して建てられております。日の出に始

まり、月夜、星空と様々に変化する富士を眺められるわけで、その

感動は筆舌に尽せません。夜、露天風呂からの黒富士は絶品です。眼下に富士見の夜景、見上げれば満点の星、

よく目を凝らしますと見えてくる黒富士です。 
翌日は、ゴル

ません。 
最後は、鯵
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＠ｒｏｓｅ．ｏｃｎ．ｎｅ．ｊｐ
  自 宅    三

 船久保 孝志 幹事 

●神成ガバナー事務所より 
義捐金送金御礼 

セフ・日本赤十字社を通じて１／２ずつ救援基金へ 

日（土）１０：００～１３：００ 

 

事エレクト研修セミナー のご案内 
８：３０ 

澤地区社会奉仕委員長 野中ＰＥＴＳ副実行委員長 出席予定 

記念式典 のご案内 
 

中 悟 委員長 
と 

案内 

日  時    ２月２０日（

    

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いただきます。 

   
 

        

 

 

 新会員紹介 

◆原山 正直（はら

  生年月日  昭和２５年 ５月２８日

  勤務先  （株）エイブル  代 表 
        三条市西大崎１－１０－７

         ＴＥＬ ３８－０７８９  
  ＦＡＸ ３８－０７８５ 

Ｅメール  
ａｂｌｅ３８  
条市西大崎１－１０－７ 

         ＴＥＬ ３８－３３１７ 
  家 族   妻 長男 次男 母 
  趣 味   釣り  

 
 

幹  事  報  告  

  

 ①パキスタン北部地震災害

   総額 １，０００，８９０円 ： ユニ

 ②第２回ロータリー財団セミナーのご案内 
   日  時    ２００６年 ２月２５

   会  場    ホテルオークラ新潟 ４Ｆ 
   出席義務者   次年度ロータリー財団委員長

   ※ 鈴木圀彦次年度ロータリー財団委員 出席 
●中條ガバナーエレクト事務所 
   ２００６～０７年度会長幹

   日  時    ２００６年 ３月２６日（日）１０：００～１

   会  場    餞心亭 おゝ乃 
   ※ 馬場次年度会長 田代幹事 韮

●三条中央ライオンズクラブより 市内６クラブ現・次年度会長幹事会 のご案内 
   日  時    ２００６年 ４月１０日（月）１８：３０～ 
   会  場    魚 長 
●十日町ＲＣより 創立５０周年

   日  時    ２００６年 ５月２８日（日）

   会  場    当間高原 ホテルベルナティオ 
 
 
 
委 員 会 報 告 

◎親睦委員会     野

  親睦夜例会  

                                                                ご

月） ＰＭ６：３０～ 

会  場    松木屋  ℡ ３４－５２５２ 

    会  費    ３，０００円 

   取り消し    当日、１０：００
 
 
        

＊横組み Ｐ２０「基本の樹」ノミニーとエレクトの呼び方はどの時期に使うのか？など 

 ああそうなのか！ そういうことなのか！ と納得、勉強になりました。 

ロータリーの友 ２月号 紹介    野中 悟 会員 

 ＊横組み Ｐ２８ 地区のたより「空飛ぶ車いす活動」  栃木県立栃木工業高校のＩＡＣ（インターアクト

クラブ）の活動報告が掲載されています。私も高校時代、栃木県のＩＡＣに所属しておりました。 
懐かしさとともに、いま一生懸命活動している子ども達にエールを送りたい気持ちになりました。 
そして、ロータリアンにＩＡＣへの理解と協力を願います。 



                                  

       

計￥７５２，０００～ 

  佐藤（栄）君  春の気分。 

  お礼をお礼返し致し 

  韮澤君       です。中條Ｇ年度の地区社会奉仕委員会のことについて、つまらない話ですが、 

 木原君      うございました。今後も精進します。 
から（株）ＪＴＢ 

 安達君      

かさは何時くるのでしょう？ 

れます。ＢＯＸに協力。 
。 

澤さん、卓話ご苦労様です。 

話ご苦労様です。楽しみにしています。 
吉井君 きます。 

馬塲 と帝国ホテルで開かれたイオン(株）の賀詞交歓会に出席して 

話、楽しみにしています。皆様のＢＯＸ協力に感謝して。 
 

 「中條ガバナー年度 地区社会奉仕委員会事業について」 韮澤 喜一郎 会員

社会奉仕委員会の目標と指針 
  

える―運動 の推進 
理解の推進 

  支援活動の推進 

ろな被害 
央地区の大水害 

害 
取り組む 

         

 
 
 
 
 
 

～２月 ６日 ￥３０，０００ 今年度累

 春は名のみの今朝の寒さや 今日は新しい仲間の原山君の紹介で立

船久保君     新会員、原山正直さんを歓迎して。韮澤さん、卓話ご苦労様です。 
武藤君       新年会記念俳句会に素晴らしい作品がたくさん寄せられましたので、

ます。 
卓話当番

お話させていただきます。 
俳句会で特選をいただき有難

 天田君      ＪＴＢグループの経営体制の移行により、２／１よりＪＴＢツアーズ

関東に商号変更させていただきました。 
新会員、原山さんの入会を歓迎して。 

吉田（秀）君   日足は伸びたと感じますが、春らしい暖

渡邊（光）君   久し振りの太陽に感謝して。 
西巻君      二日続けての朝の除雪作業は疲

田中（久）君   例年にない寒波と大雪に、自然の恐ろしさに身が縮みます

田中（悌）君   ＮＯ ＭＯＲＥ ＳＮＯＷ！ 
坪井君      寒中お見舞い申し上げます。韮

相田君、坂本君、佐藤（嘉）君 
       韮澤さん、卓

      馬塲様のＢＯＸに協力。都合で途中で早退させていただ

大渓君、大原君、田代君、銅冶君、永桶君、野崎君、馬場（一）君、馬場（茂）君 
       ＢＯＸに協力致します。 
（信）君   昨日、野中親睦委員長さん

きました。 
韮澤さんの卓

 
 
 
 
 
         
        

 ■地区

  ◎災害復興支援活動の推進 
    ◎緑化運動の推進 
    ◎こころの教育 
     ○はきものを揃

     ○国旗 国歌 国民の祝日 の意義の

    各クラブより主旨を理解いただき推進を促す  
■活動の主旨 
  ◎災害復興

     ○全世界の大災害 
     ○県内近年のいろい

     ・平成１６年 ７月１３日 県

     ・平成１６年１０月２３日 中越地区の大地震 
     ・平成１７年１２月からの記録的な降雪による災

     これからも被地区内クラブは勿論のこと、地区全体で

 



                      
◎緑化運動の推進 

占める森林は木材生産という一面だけなく、空

気

必要があり、

物語―木を植える県民運

したい。 

◎

 える―運動の推進 
を対象に心の教育活動の重点項目を掲げ、「心の燕市８つのチャレンジ」 

つのベッド』こどもの教育は幼児からの躾です。教育の基本の一つは足元の靴を 

教えです。 

     はきものをそろえると 心もそろう 

よう 

ろうでしょう  

・はっきりと返事をさせよう ・はきものをきちんとそろえさせよう 

う 

  

国旗（日章旗） 国歌（君が代） 国民の祝日 の意義と理解の推進 

日本国土の７割を

浄化作用や水源涵養等重要な働きをしています。また、地球温暖

化の防止にも森林の大きな役割が注目されています。 
このような観点から国の施策により森林の整備を進める

政府も都市部だけでなく地方へも目を向け、長期的な視野にたった

積極的な取組みが望まれています。 
 そして、県でも『にいがた「緑」の百年

動』が提唱されています。 
地区全体でも取組みをお願い

  
こころの教育 

 ○はきものを揃

   燕市教育委員会では、園児、児童

  に取組んでいます。燕ロータリークラブでは、その中の一項目「履物をきちんと揃えよう」に着目し、その 
手助けになればと『はきものをそろえるおくつのベッド』を企画、５年前に市内保育園及び幼稚園の全園児 
分として１，５００枚を寄贈し、翌年も１，５００枚、その後も毎年新入園児分として５００枚を寄贈して 
います。そして、市では市内公立１１、私立３の保育園に３００枚あまり、４幼稚園に２００枚あまりを届 
けることにしています。 

『はきものをそろえるおく

揃えることから始まります。 
長野県円福寺 藤本幸邦和尚の

        はきものをそろえる 

     心がそろうと はきものもそろう 

     ぬぐときにそろえておくと 

     はくときに心がみだれない 

     だれかがみだしておいたら 

     だまってそろえておいてあげ

     そうすればきっと 

     世界中の 

     人の心もそ

「心の燕市８つのチャレンジ」 

 ・明るいあいさつをさせよう 

 ・食事をしっかりとらせよう ・そうじや手伝いをさせよう ・子どもをしっかりほめ、きちんと叱ろ

 ・がまんする体験をさせよう ・お年寄りや目上を敬う心を育てよう 
   

○

 「日の丸」「君が代」 
 国民統合の象徴であり、そのための政治的シンボルであり、国民統治の道具の一つである国旗「日の丸」 

る」とか意見が真っ向 

   ・国旗及び国歌に関する法律（平成１１年８月１３日 法律第１２７号）

」とする 

の日から施行する 

祝日」に日章旗を掲揚し、その日の意義を理解しよう

と国歌「君が代」は、いまや法制化する必要もないほど慣習法化されています。 
しかし、明文化されていないがために「法的根拠がない」とか「慣習法に根拠があ

から対立し政争の具とされ、不毛な議論が続けられてきたのも事実です。 

 
     施行 平成１１年８月１３日 
    国旗 第一条 国旗は「日章旗

    国歌 第二条 国歌は「君が代」とする 
     附則 施行期日 
    一、この法律は公布

    
「国民の  

第１７８号） 

元年、平成７年、平成１０年、平成１３年 

   ・国民の祝日に関する法律（昭和２３年７月２０日 法律

     施行 昭和２３年７月２０日（９つの祝日決定） 
     改正 昭和４１年、昭和４８年、昭和６０年、平成



    
第一条〔意義〕 

   めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊な生活を築き 

  第二条〔祝日の内容〕 
ように定める 

年の初めを祝う 
とを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝い 

）・・・建国をしのび、国を愛する心を養う 

、豊な心をはぐくむ 

遂げた昭和の時代を顧み、国の将来を思い出す 

 
もの幸福をはかるとともに母に感謝 

恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う 
う 

う 

謝しあう 

第三条「国民の祝日」は休日とする 

春分の日」及び「秋分の日」は法律で具体的に月日が明記されずに「春分日」、「秋分日」と定められ 

 

律の一部を改正する法律（平成１７年 法律第４３号）が公布され、「国民の祝 

１４日 

 
   

三省堂 広辞林より 

国旗（日章旗） 
るしとされる旗（外に表わしたしるし）、わが国では「日章旗」 

として、国民的祭典や国際的行事などに歌われる歌、わが国では「君が代」 

君の御代」の意）わが国の事実上の国歌 
年初演） 

のむすまで」は、和漢朗詠集に見えるが、 

こけのむすまで

 自由と平和を求

    あげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、または記念する日を定め、これを「国民の祝日」と 
    名づける。 
 
 

    「国民の祝日」を次の

    ・元日         １月 １日 ・・・

    ・成人の日 １月第２月曜日 ・・・おとなになったこ

                     励ます 
    ・建国記念日   ２月１１日（政令で定める日

    ・春分の日     ３月２１日（春分日）・・・ 自然をたたえ、生物をいつくしむ  
    ・○変 みどりの日 ４月２９日（平成元年～平成１８年末日まで） 
             ・・・自然に親しむとともにその恩恵に感謝し

    ・昭和の日   ４月２９日（平成１９年から） 
             ・・・激動の日々を経て復興を

    ・憲法記念日   ５月  ３日・・・日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する 
    ・○変 国民の祝日 ５月 ４日 （平成１８年１２月末日まで） 
    ・みどりの日   ５月 ４日 （平成１９年１月１日から施行）

    ・こどもの日   ５月 ５日 ・・・こどもの人格を重んじ、こど

                     する 
    ・海の日  ７月の第３月曜日・・・海の恩

    ・敬老の日 ９月の第３月曜日・・・多年にわたり社会に尽くしてきた老人を敬愛し、長寿を祝

    ・秋分の日 ９月２３日（秋分日）・・祖先を敬い、亡くなった人を偲ぶ 
    ・体育の日 １０月の第２月曜日 ・・スポーツに親しみ、健康な心身を培

    ・文化の日   １１月 ３日・・・自由と平和を愛し、文化をすすめる  
    ・勤労感謝の日 １１月２３日・・・勤労を尊び、生産を祝い、国民互いに感

    ・天皇誕生日  １２月２３日・・・天皇の誕生日を祝う 
   
   

     
   ※「

    ています。「春分日」及び「秋分日」については、国立天文台が毎年２月に翌年の春分日、秋分日（暦 
    要項）を官報で公表しています。 
  ※「昭和の日」について 

         国民の祝日に関する法

日」として新たに「昭和の日」を加え、「みどりの日」を５月４日とすることになりました。 
「昭和の日」４月２９日、「みどりの日」５月４日、したがって「国民の祝日」は平成１８年は

平成１９年はⅠ５日で、両年ともに「春分の日」は３月２１日、「秋分の日」は９月２３日です。 

 
     三省堂 

    
○

 国家を表徴するし

○国歌（君が代） 
 国家を代表する歌

○君が代 
 （「わが

 宮内省楽師、林広
ひろ

守
もり

作曲 １８８０年（明治１３

 歌詞「君が代は千代に八千代にさざれ石のいはほとなりて苔

 更に古く『古今和歌集』の賀歌
がのうた

には、第一句が「わがきみは」として見える。 
 『古今和歌集』巻第７「賀歌」 ７０１年（大宝元年） 
 「きみがよは千世にやちよにさざれいしのいはほとなりて



 
            
   

 
  

 

  

 

【線 に

        

 
 
 
 
 
 

                               

 
 
 
 
 
 
 
 

 
画 戻る】 

 

   

 

方にお聞きしました。 

１ あなたの年齢は何歳ですか Ａ：４６歳

　　Ａ：お菓子探し

Ｑ３ もし若くなれるなら何歳位になりたいですか　　 Ａ：３０歳

Ｑ４ その年になれたらどんな職業についていると思いますか

　　　　　　　　　　　　　　　Ａ：ホリエモン・ ！をやめて

Ｑ５ 一つだけ望みが叶うなら何を望みますか　　　　　　 たい

Ｑ６ 思い出に残るロータリーでの出来事はありますか Ａ：初めての例会

Ｑ７ その他お話したいことはありますか　　　　　　　　 　Ａ：・・・  
 

どなたかおわかりになりましたか？  

えは 会員ギャラリー 「見て見て見て／フォトギャラリー」にあります。 

掲載いたします。  

 

この方は どなたでしょうか？ この

Ｑ

Ｑ２ あなたの趣味は何ですか　　　　　　　　　　　　　

・・？ 　ドラえもん

Ａ：好きなだけ時間を止め

答

また、プリント週報は次週週報に答えを

 


