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【出席率】          会員６５名中４５名  

  【先々週の出席率】     ８８．３３％ 
 【ゲスト】       パストガバナー 藤田説量様（三条ＲＣ） 
 【先週のメークアップ】 ２／２２ 三条ＲＣへ   天田 匡君  吉井正孝君 
             ２／２５ ロータリー財団セミナー（新潟）へ  鈴木圀彦君      

                                       
 
佐藤 栄祐 会長 

 
  ええ、ご挨拶を申し上げます。 

先週は、現職のガバナーをお迎えしての夜例会でございまして   
二次会迄お付き合いを下さいまして、三条の夜を大いに楽しんで   
いただきました。 

 また、本日は、大御所様であります、パストガバナーの藤田説量         
先生をお迎えして、さらに卓話までお願いするに至り、誠に畏れ  
多いことでありますが、さぞかし含蓄あるお話が聞けるものと楽 
しみに致しております。 

扨て、皆様、春の足音とはどんな音がするのでしょうか。ご存

知ですか。私には、『三寒四温、三寒四温』と聞こえるような気

が致します。ここのところ、大分音が大きくなってきました。 
春になりますと、気がふれるとでも申しますか、おかしな人が出

て参ります。政界も例外なく、春の珍事がございました。泰山鳴動すれどネズミ一匹も出ず でありまして、誠

にお粗末なことでございます。 
一方、冬季オリンピックは と見てみますと、これまたお粗末、惨敗につぐ惨敗でありまして、外国のメディア

が予測していた通りになりそうなところ、最後の最後に来て、フィギュアスケートで荒川君が金メダルを獲得。

終わり良ければ、全て良しで日本国中が感動に沸きました。 
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  船久保 孝志 幹事  

●神成ガバナー事務所より ２００６年国際ロータリー年次大会（マルメ・コペンハーゲン大会）参加旅行のお誘い 
幹  事  報  告 

・Ａコース  フィヨルド満喫！ノルウェー・デンマーク８日間 
２００６年 ６月 ９日（水）～１４日（水）  ５９８，０００円 

 ・Ｂコース  バルト海クルーズを楽しむ！ フィンランド・スウェーデン・デンマーク８日間 
           ２００６年 ６月 ７日（水）～１４日（水）  ５７９，０００円 
●中條ガバナーエレクト事務所より 第２回クラブ奉仕委員会 ご案内 
  日  時     ２００６年 ３月 ３日（金） １７：００～ 
  会  場     三条ロイヤルホテル 
  ※星野クラブ活性化委員、天田オンツーソルト広報委員 出席予定 
●三条中央、下田ライオンズクラブより 結成４０周年・１０周年合同記念大会 ご案内 
  日  時     ２００６年 ５月２１日（日） １３：００～ 
  会  場     ハミングプラザ ビップ 
      

 

 

 

 
 

  

 

～２月２７日 ￥２３，０００ 今年度累計￥８４６，０００～     
 藤田パストガバナー 本日はよろしくお願い致します。 
 佐藤（栄）君    荒川静香の金メダルに感動して。 

藤田説量先生の卓話を楽しみにしております。 
船久保君      藤田パストガバナーを歓迎して。本日卓話宜しくお願いします。 
馬場（一）君    藤田パストガバナーを歓迎して。 

 鈴木（圀）君    ２月２５日ホテルオークラ新潟で「ロータリー財団セミナー」に参加。 
２５６０地区で南クラブが１００％達成でロータリー財団表彰されました。 

 吉田（秀）君    パストガバナー藤田先生のご講話、楽しみです。 
野中君       藤田パストガバナー、ご苦労様です。本日はよろしくお願いします。 
田中（久）君    藤田説量様、本日の卓話大変ご苦労様です。楽しみにしております。 
坪井君       ＲＩ創立記念日、藤田パストガバナーの卓話、期待しています。 

 韮澤君       藤田説量パストガバナーを歓迎して、ＢＯＸに協力。 
白倉君、滝口君、田代君、田中（悌）君、銅冶君、西野君、野崎君、馬場（茂）君 
          ＢＯＸに協力致します。 
相田君       今日はＢＯＸの担当となりました。皆様のご協力に感謝します。 

また、昨日は長野能を鑑賞に行きました。 
 

 

３ 月 の お 祝 い 
 

 

 

【会員誕生】 
      ２日・・谷 晴夫君          ２５日・・齋藤嘉一君     

【御夫人誕生】 

      ３日・・大原真知子（義弘）さん     ４日・・田代恵美子（徳太郎）さん 

      ５日・・平松貴子（修之）さん     １８日・・広岡頼子（豊樹）さん 

     ２６日・・滝口ミヨ（恵介）さん     ３１日・・西巻富紗（克郎）さん 

  【結婚記念】 

      ５日・・丸田肇一君・静江さん     １４日・・広岡豊樹君・頼子さん 

     １６日・・安達 裕君・範子さん     ２１日・・坪井正康君・恭子さん 

     ２３日・・吉田 衛君・久子さん     ２８日・・渡邊光郎君・ノリさん     

３０日・・滝口恵介君・ミヨさん     ３０日・・馬場一敏君・静子さん 

 

＊＊  お め で と う ご ざ い ま す  ＊＊ 



 
 

 
「ＲＩ創立記念日に寄せて」              パストガバナー  藤田 説量 様 

    
骨董品をお呼びいただきまして、しゃべる化石と言われております。   
一昨年の８月に体調が悪く診断をいただきましたところ、「次の診  

察日には、子供さんを呼んで下さい」とのこと。家族を呼べというこ 
とは、「もう、お前は最後だよ」ということだろうと覚悟を決めてお 
りました。何か５つ、６つ言われたようでしたが、この診断書を持っ 
て、明日手術をしてもらうようにとの厳命でございました。しかし、 
私はもう８５歳、このまま最後を迎えたい、そこらを切ったりするの 
は痛そうだからご免と、やめたのです。その後、体調の方は何とか『老 
人性健康体』を保っております。首から上とへそから下は全く役に立 
たないけれども内臓は半年や一年はもちそうだという状態を私は『老 
人性健康体』と言っています。 
毎日大変忙しく過ごしております。廊下を行ったり来たりが忙しい。   
用を思いついては廊下に出、その途中で忘れてまた戻る、昼間の半分 
は捜し物をしている状態です。夜は夜で、トイレに通うのに廊下を行ったり来たり、これが本当の老化（廊下）現象 
です。人様に迷惑をかけない形で最後を迎えたいと願っております。 
 
 今日は、「ＲＩ創立記念日」ということでお招きいただきましたが、２、３気付きましたことをお話してみたいと

思います。 
１．青年弁護士ポール・ハリスが石炭商、鉱山技師、仕立屋の３人の仲間とシカゴのバス発着所前の小さなビルの中 

で会合をもったのがロータリーの始まりです。私も訪ねたことがございますが、汚い小さな部屋で、よくここか

ら大きなロータリーが出来たと感嘆し、また、今の華やかなロータリーを思うとみすぼらしさを痛感致しました。 
  その時代、商業道徳も失われたような不穏な町の中で、お互いが信頼出来る公平な取引がしたいという考えで発

足したもので、違った職業の人達同士が、お互いの職業で便利を図りあいたい、仕事上の付合いがそのまま親友

関係にまで発展するような仲間を増やしたいという趣旨でロータリークラブという会合を考えました。こうして

１９０５年２月２３日にシカゴロータリークラブが誕生しました。そして、ロータリーも段々と成長し、今や、

そういうものを超えた大きな団体になったわけです。 
      
２．私がガバナーになりましたことが大きな間違いでございまして、三条クラブが３０周年を迎え、それに際して「ガ 

バナーを輩出せよ、お医者様の渡辺厳一ガバナーの後は坊主のお前しかいない」と印籠を渡され任命されたので

ございます。   
  私のガバナー年度（１９８６～８７年度）で、前年度に決定されたポリオ・プラス（正式にはポリオ・プ

ラスファイブ：ファイブ＝麻疹、破傷風、百日咳、ジフテリア、結核）を５年間行なうことの第１年目が

始まりました。５年間、１人８，０００円ずつを集めるという目標です。これはユニセフに協力して行な

われたものですが、それまではガバナーの描く目標は、年次を重ねてはいけないという金科玉条がありま

したので、ＲＩ本部でも戸惑いがあったようです。 

  公式訪問を重ねてかなり反発もありましたが「世界の平和をうたっているロータリーに何が出来るのか、

戦争を阻止出来るのか、原爆をつくることをやめさせることが出来るのか。世界に働きかけて出来るのは、

世界の子供達からポリオをなくすことだ」と説いてまわったのです。そして、ポリオ撲滅に力を注いでい

た世界児童の健康を守るユニセフに協力するという形をとったのです。 

日本の戦後の子供達は、世界的支援を得てどんなに幸せであったでしょう。大人達もその恩恵を蒙ったの

です。そのお礼返しの意味でもこのポリオ・プラスは実現しなければならないと仲間達を説得しました。

お陰で４０億のお金が集まり、世界の後進国に薬として配給されました。お金を出すだけではいけないと

いう信念から現地に飛んだ方もいらっしゃいます。その方の中には亡くなられた方もおられます。 

４０億のお金を集めて、ポリオの終結宣言を致しましたが、ロータリーのない国、中央と関係を絶ってい

る部族などには行き渡らず、いまだにポリオ・プラスの協力をお願いしておりますが、世界の平和のため

機会がございましたらご協力をお願い申し上げる次第です。 

ＲＩとして次は何をなすべきか。ポリオ・プラスにより命を救われた子供達が成長しますと、今度は職業

の問題が出てきます。立派に就業できるよう考慮してゆくことが今後のロータリーの課題の一つであると

思います。 

 

３．日本のロータリーが、日本の為にこれから何をしなければならないかを考えた時、日本の青少年問題を優

先しなければならないでしょう。日本の青少年の将来というものは非常に危惧すべき状態にあると思うの

でございます。 



 
 

  

近年、青少年が起こす目を覆うばかりの事件は個人個人の問題としてしか取り扱われていない・・・。 近年、青少年が起こす目を覆うばかりの事件は個人個人の問題としてしか取り扱われていない・・・。 

昭和２１年に会ったアメリカ人がいみじくも言っておりました。「今、アメリカでは、豊かさしか知らな 昭和２１年に会ったアメリカ人がいみじくも言っておりました。「今、アメリカでは、豊かさしか知らな 

い青少年の非行が増えているが、今こそ貧しい日本だけれど、いつか同じような問題を抱えるだろう。今 い青少年の非行が増えているが、今こそ貧しい日本だけれど、いつか同じような問題を抱えるだろう。今 

から教育をしっかりしなければならない」と。 から教育をしっかりしなければならない」と。 

現在、まさに豊かさしか知らない青少年の非行が目に余ります。 現在、まさに豊かさしか知らない青少年の非行が目に余ります。 

子供の教育の問題が大きく取り上げられる中、子供の教育は家庭だと言われていますが、どのように育て 子供の教育の問題が大きく取り上げられる中、子供の教育は家庭だと言われていますが、どのように育て 

るかという視点が失われているようです。子供が胎内に宿しているうちにやさしい歓迎の言葉、即ち、君 るかという視点が失われているようです。子供が胎内に宿しているうちにやさしい歓迎の言葉、即ち、君 

が生まれて来る事への期待を話してあげることが大事なのです。そして、子供の誕生を歓迎し、３歳頃ま が生まれて来る事への期待を話してあげることが大事なのです。そして、子供の誕生を歓迎し、３歳頃ま 

できっちりと母親の手の中で育てられていれば、気持ちの安定した子供に育ち、これから直面するであろ できっちりと母親の手の中で育てられていれば、気持ちの安定した子供に育ち、これから直面するであろ 

う人生の色々な困難を乗り越えられるたくましい知恵と能力が備えられるのです。 う人生の色々な困難を乗り越えられるたくましい知恵と能力が備えられるのです。 

これからの子供達の問題に、日本のロータリーが結集して呼びかける運動をされるならば、青少年問題は これからの子供達の問題に、日本のロータリーが結集して呼びかける運動をされるならば、青少年問題は 

皆滅するのではないでしょうか。 皆滅するのではないでしょうか。 

昭和１８年に駐在したフランス大使が「日本民族は貧しいが高貴な所がある」と言っておりましたが、神 昭和１８年に駐在したフランス大使が「日本民族は貧しいが高貴な所がある」と言っておりましたが、神 

戸や新潟の大地震、三条の大水等で粛々と協力して克服する努力をされていた姿こそ日本人のすばらしさ 戸や新潟の大地震、三条の大水等で粛々と協力して克服する努力をされていた姿こそ日本人のすばらしさ 

なのです。これをいつまでも続けさせなければなりません。私達の両肩にかかった大きな問題なのです。 なのです。これをいつまでも続けさせなければなりません。私達の両肩にかかった大きな問題なのです。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

難読ＲＣ 

会員氏名の巻

石井省三著 
「ロータリークラブあれこれ集」より  

  
       毎年発行されます全日本ロータリークラブ会員名簿には約１３万人の会員氏名が載っていますが・・・、        毎年発行されます全日本ロータリークラブ会員名簿には約１３万人の会員氏名が載っていますが・・・、 

    いやはや何と難読姓名の多いこと。  ここで２０名の方に代表していただいて＊＊＊     いやはや何と難読姓名の多いこと。  ここで２０名の方に代表していただいて＊＊＊ 

    読めないで当たり前、読める人はちょっと考えさせられます！                                                     読めないで当たり前、読める人はちょっと考えさせられます！                                                 
  
     按察 正敏（加賀）     芟花 忠男（東京狛江）   三木 善則（京都伏見）       按察 正敏（加賀）     芟花 忠男（東京狛江）   三木 善則（京都伏見）  
     雷  貫省（古河）     糺地  哲（河北）     斉  裕史（丸亀）      雷  貫省（古河）     糺地  哲（河北）     斉  裕史（丸亀） 
     丁野 恵鏡（滋賀湖北）   四月朔日丈司（宇奈月）   賣豆紀勝彦（萩）      丁野 恵鏡（滋賀湖北）   四月朔日丈司（宇奈月）   賣豆紀勝彦（萩） 
     涛   功（豊川）     土師功三郎（姫路東）    捫垣  伸（中津川）      涛   功（豊川）     土師功三郎（姫路東）    捫垣  伸（中津川） 
     螺沢 一男（名古屋西）   陦  康正（船橋北）    晄 満州男（東京本郷）      螺沢 一男（名古屋西）   陦  康正（船橋北）    晄 満州男（東京本郷） 
     明松  優（泉佐野南）   萬木  進（高島）     味吉正次郎（京都北東）      明松  優（泉佐野南）   萬木  進（高島）     味吉正次郎（京都北東） 
     籌  泰弘（小倉東）    糴川 恵司（姫路東）      籌  泰弘（小倉東）    糴川 恵司（姫路東） 
      
    雷のイナヅマ、涛のオオナミ、糺地のキュウチ、晄のヒカリまでくらいは何とか連想でたどり着けそうですが、     雷のイナヅマ、涛のオオナミ、糺地のキュウチ、晄のヒカリまでくらいは何とか連想でたどり着けそうですが、 

あとのお名前は・・・？！ 全く不明で見当さえつかないのでは。 あとのお名前は・・・？！ 全く不明で見当さえつかないのでは。 

              
          読み方は           読み方は 

              
アジチ マサトシ        カリバナ タダオ      ソウギ ヨシノリ アジチ マサトシ        カリバナ タダオ      ソウギ ヨシノリ 

     イナヅマ カンショウ     キュウチ イタル      トキ  ユウジ      イナヅマ カンショウ     キュウチ イタル      トキ  ユウジ 
     ヨウノ エキョウ       クナヌキ ジョウジ     メヅキ カツヒコ      ヨウノ エキョウ       クナヌキ ジョウジ     メヅキ カツヒコ 
     オオナミ イサオ       ハゼ コウザブロウ     ネジガキ シン      オオナミ イサオ       ハゼ コウザブロウ     ネジガキ シン 
     カイザワ カズオ       シマ ヤスマサ       ヒカリ マスオ      カイザワ カズオ       シマ ヤスマサ       ヒカリ マスオ 
     カガリ マサル        ユルギ ススム       マシタ ショウジロウ      カガリ マサル        ユルギ ススム       マシタ ショウジロウ 
     カゾエ ヤスヒロ       カリガワ ケイジ            カゾエ ヤスヒロ       カリガワ ケイジ       
      
                                            



 
            
   
 
 
 
 
 
 

 
                                 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
【線画に戻る】 

   

 
 

この方は どなたでしょうか？ この方にお聞きしました。 

Ｑ１ あなたの年齢は何歳ですか Ａ：５２歳

Ｑ２ あなたの趣味は何ですか　Ａ：就寝時布団に入っての読書・・しかし、すぐに眠くなる

Ｑ３ もし若くなれるなら何歳位になりたいですか　　 Ａ：１８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：学生

Ｑ５ 一つだけ望みが叶うなら何を望みますか　　　　　　 Ａ：いつまでも健康であること

Ｑ６ 思い出に残るロータリーでの出来事はありますか Ａ：特になし

　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ：入会した年の忘年家族会・・サンタになりました

Ｑ７ その他お話したいことはありますか　　　　　　　　 　Ａ：特にありません  
 

どなたかおわかりになりましたか？  

答えは 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。 

また、プリント週報は次週週報に答えを掲載いたします。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


