
  
 
 
 
 
 
 
 

２００５年８月 １日 第１７５３回 本年度第４回 

２００５～２００６年度 
第２５６０地区 三条南ロータリークラブ  

 
 
 今週の おゝロータリアン  

下の線画をクリック！  
 
 
 
 
  
   

 
 
 
 
 
 

【出席率】    会員６４名中５１名 http://www.sanjo-minami.jp
     【先々週の出席率】９０．１６％ 
   【ゲスト】    被拉致日本人救出新潟の会    藤崎孝子様  小林由美子様 
     【ヴィジター】  吉田ＲＣより  長谷川日吉君  小林四呂君 
            三条北ＲＣより 山上茂夫君 
     【先週のメークアップ】 
         ７／２７ 三条ＲＣへ   丸田肇一君  野島廣一郎君  佐藤嘉男君  田中悌司君 
                    若井 博君  吉井正孝君 
         ７／３０ 会員増強セミナー（新潟）へ  鈴木 武君 

 
                 
  

      佐藤 栄祐 会長                                                          会 長 挨 拶 

ご挨拶を申し上げます。月の第１例会には、中国から  
の留学生（米山奨学生）谷君が出席することになってお 
りますが、今月は都合で次週８日に出席さます。 
さて、本日、８月１日は過去に色々と歴史に残る記念  

すべき日でありまして、因みにスイス独立、家康 江戸 
城入城、酸素の分離に成功、象形文字解読の鍵となった 
ロゼッタストーン発見とか枚挙に暇がありませんが、そ 
んな中で１８９４年８月１日、日清戦争宣戦布告がござ 
いました。 
先週は、梅雨明け早々、納涼例会ということで、下田 

の嵐渓荘にて鮎づくしの料理を頂いて参りました。鮎は

別名「香魚」と言いますように香りがあるものですが、今回頂きました鮎は心なしか鮎の香りがなかった様 
に感じられましたが皆様は如何でしたでしょうか。 
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梅雨明け１０日になりますが、何かすっきり致しません。もどり梅雨の様な日が続いております。 
８月と申しますとカンカン照りの夏空で行水が相場と決まっておりましたが、昨今、すっかり昔話になって 
しまいました。そこでウソの様な本当の話、今から遡ること２００数十年前、武蔵の国 豊島郡代々木村、今 
の渋谷区代々木の辺りで、そこに行水政右衛門という大百姓がおりまして、暑さ寒さに関わらず、冷水で行 
水を使ったそうで、そればかりか食事も熱い物は口にせず、一旦冷ましてから食べたそうであります。 
八島五岳の『百家畸行伝』に書かれているそうで、本人曰く、「人間は齢

よわい

百歳といって誰でも百歳まで生き 
られるのに、熱い湯に入り、熱い物を食べ、色欲の節制を忘れるから早死にするのだ」と申されたそうであ 
ります。ご尤もで、耳の痛いお話であります。  
 
 
 
 
 
       船久保 孝志 幹事        

幹 事 報 告 
  

●神成ガバナー事務所より  
①ロータリーレート変更のご案内 

８月１日より １ドル 現行１０８円 ⇒ １１２円 
 

  ②２００５～０６年度 第２５６０地区地区大会 開催のご案内 
     日 時   １０月 ９日（日） ９:３０～１９：１５ 
     会 場    朱鷺メッセ スノーホール・ウェブマーケット 
 
     
 
  
 
 
  
  
  

  
「会員増強拡大月間に寄せて」         鈴木 武 会員増強委員長 「会員増強拡大月間に寄せて」         鈴木 武 会員増強委員長 
        

８月は会員増強拡大月間です。７月３０日（土）、ホテルオークラに於いて「会

員増強セミナー」が開催されました。主な内容は会員増強の事例発表と増強につい

てのグループディスカッションですが、特に昨年度（２００４年７月～２００５年

６月迄）の地区の会員の減少は危機的状況にあります。また、地区内５６クラブの

内、会員が１０名台のクラブが８クラブ、中には半減近くなったクラブもあります。 
 今年度ＲＩ

８月は会員増強拡大月間です。７月３０日（土）、ホテルオークラに於いて「会

員増強セミナー」が開催されました。主な内容は会員増強の事例発表と増強につい

てのグループディスカッションですが、特に昨年度（２００４年７月～２００５年

６月迄）の地区の会員の減少は危機的状況にあります。また、地区内５６クラブの

内、会員が１０名台のクラブが８クラブ、中には半減近くなったクラブもあります。 
 今年度ＲＩ 会長の会員増強に対するメッセージは各クラブ純増１名をお願いし 

 ョンと事例発表からの内容を要約しますとポイントは２   

。これは、いつも色々な議論がありますが、中でも「女

、女性会員を有するクラブは３３クラブ、女性会員のいないクラブは２３クラ 

   

 会長の会員増強に対するメッセージは各クラブ純増１名をお願いし   

 ョンと事例発表からの内容を要約しますとポイントは２   

。これは、いつも色々な議論がありますが、中でも「女

、女性会員を有するクラブは３３クラブ、女性会員のいないクラブは２３クラ 

   

  
たいということです。 たいということです。 
 グループディスカッシ グループディスカッシ

 つあったように思います。  つあったように思います。 
１つは、女性会員の問題です１つは、女性会員の問題です

性としてではなく、一個人の人格として扱って欲しい」という意見が印象的でした。 
もう１つは、退会防止にあったように思います。会員増強は勿論ですが、「退会防

性としてではなく、一個人の人格として扱って欲しい」という意見が印象的でした。 
もう１つは、退会防止にあったように思います。会員増強は勿論ですが、「退会防

止を心掛けることに気を使って欲しい」という事です。そのあたりはスポンサーに

は特に気配りをしていただきたい。１名の増強の手間、エネルギーは大変なもので、逆に退会はたった１時 
間の決断で決まるのです。 

止を心掛けることに気を使って欲しい」という事です。そのあたりはスポンサーに

は特に気配りをしていただきたい。１名の増強の手間、エネルギーは大変なもので、逆に退会はたった１時 
間の決断で決まるのです。 
最後に、地区５６クラブの内最後に、地区５６クラブの内

ブです。 ブです。 
    

  
  
  
  
  
  



 
   

 
         

               
被拉致日本人救出新潟の会 

 

   北朝鮮に拉致された日本人を救出するための活動は全国で    

ます。新潟県はその全国の中でも拉致認定 

 

北朝鮮を結ぶ、北朝鮮唯一の貨客船であ

り す。毎月 2 度、3 度と新潟西港へ悠々と、いや堂々とい

っ

横田さんはじめ皆は、心からの悲しみ、寂しさ、

れには国民を上げての活動が必要と考えます。

 

生活用品、そしてミサイル等の兵器部品が、北朝鮮か 

らは麻薬類はもちろん北朝鮮の国会議員や工作員が自由に往来しているのです。 

るのでしょうか。家族の 

。 

万景峰号入港阻止は経済制裁の象徴的な行動です。 

峰号入港を阻止せよ！ 

 

て、「北朝鮮に経済制裁を 

１万人国民大集会」を計画しました。 

※入場整理券が事務局にございます。 
ご希望の方はお申し出下さい。 

  
 

  

 

                

 「拉致被害者を救うために経済制裁の発動を」  
藤 崎  孝 子 様
小  林    由美子 様 

  活発に行われてい  

  者が一番多い県、そして万景峰号が入港する県です。本日、    

  三条南ロータリークラブに貴重な時間をいただきにきたのは、 

  私たち新潟県人が全国の方と一緒になって、何らかの意思表 

  示をしていただき万景峰号の入港阻止のご協力を頂きたくお 

願いにきました。 

 

万景峰号は日本と

ま

ていいかも知れない横柄な態度で入港して来ます。その度

ごとに、救う会新潟が中心となって家族会や救う会全国協議

会会長や全国各地の方々が入港阻止抗議行動を行っています。

せつなさ、憤りを精一杯の声を出し入港を阻もうとしています。私たちは日本人として生まれ日本を誇れる 

国と思っています。どんなに腹に据えかねても他国の国旗を焼いたり足蹴にすることはありません。しかし 

ながら、行動を起こさなければメッセージが伝わりません。そ

８月１０日平日ですがご協力をお願いいたします。 

 万景峰号は、日本から北朝鮮の上流階級用の食品や

 恐ろしい船です。悪魔の船です。 

 横田めぐみさん等北朝鮮に拉致された日本人達は、今どこでどんな生活をしてい

方々の怒りは心頭に、心労は限界です

北朝鮮は対話で拉致問題を決着できる国ではありません。

  

小泉首相の決断のときです。 

 万景

 

 来る８月１０日、新潟に於い

求める

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 

 

   

 
   

      
 
 

          

￥２１，０００ 今年度累計 ￥１２８，０００～  
 吉 田 長谷川日吉君 
         吉田ＲＣ創立２０周年

く、数え年の２０周年で９月２５日に行います。宜しくお願い致します。 

         

問題に埒が明きますよう。 
致します。 

労様です。 

 とうございます。 
 

世話になりました。 
ヒザが痛くいよいよかと思 

        

。 
 

た。 
 

 
 
 

                         

   

 
 

この方は どなたでしょうか？ この方にお聞きしました。 

Ａ：格闘技・サッカー観戦

Ｑ３ もし若くなれるなら何歳位になりたいですか Ａ：２２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：弁護士

Ｑ５ 一つだけ望みが叶うなら何を望みますか

Ｑ６ 思い出に残るロータリーでの出来事はありますか Ａ：昨年のクリスマスパーティ

その他お話したいことはありますか Ａ：特にありません

　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ：２５歳の時に出会った女性にもう一度会いたい

 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。 

を掲載いた ます。 

Ｑ１ あなたの年齢は何歳ですか Ａ：４４歳

Ｑ２ あなたの趣味は何ですか

Ｑ７

また、プリント週報は次週週報に答え し

        
 
～８月 

 

１日 

のご案内に寄せていただきました。燕市、分水町と合併する前に開催 
致した

 吉 田 小林四呂君 
吉田クラブ２０周年記念式典に多数の登録をお願い致します。 

 佐藤（栄）君  拉致

船久保君    被拉致日本人救出新潟の会の藤崎様、小林様、卓話宜しくお願い

        会員増強委員長の鈴木武さんご苦

田代君     拉致されたご本人、ご家族のことを考えると胸の張り裂ける思いです。  
石山君     がんばったね 恭平君。肺移植無事成功おめで

丸山（徹）君  遅まきながら昨夜初孫誕生！女の子でした。ちょっぴり残念。 
 安達君     長谷川パストＡＧ、ようこそいらっしゃいました。その節は大変お

 吉田（秀）君  先週夏風邪かと思いましたが、たいした事無く、土曜の晩から左

いましたが、ヒザに赤くなっているところがあり、ヒザの皿を打ちつけたよう。 
滝口君     朝早く起きてキノコを採りに行く。なんと大きな立派なキノコ７本採れる。例年より半月位 

早い。秋が近いのかな。 
渡邉君     先日、大学の旧友と遇ってきました。２名も欠けて年齢を感じました。 
永桶君     久し振りのロータリーです

大渓、住谷君、田中（久）君、銅冶君、野崎君、馬場（一）君 
 ＢＯＸに協力いたします。 

 鈴木（圀）君  久し振りの担当です。ご協力有難うございまし

 

 

 

 

 

 
 


