
  
 
 
 
 
 
 
 

２００５年８月 ８日 第１７５４回 本年度第５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４６名 http://www.sanjo-minami.jp
     【先々週の出席率】  ９２．０６％ 
   【ヴィジター】    三条ＲＣより  五十嵐昭一君 
              米山奨学生   谷 文光さん 
     【先週のメークアップ】 ７／２７ 三条ＲＣへ   野崎正明君   
   
 
 
 
 
              
              佐藤 栄祐 会長        会 長 挨 拶 

                                                                 
ご挨拶を申し上げます。 

連日、うだる様な日が続いております。 

政界では解散風が吹きあれ、今日、８日の本会議採決でどの様に 

なるのかこの原稿を書きながら想像をめぐらしています。 

今日、５日のお昼のニュースで反対派が勝利宣言をしたと報じまし 

た。頑固小泉の最後屁はいかに。 

そんなこんなドロドロとした政界をよそに、この６日より、あの 

爽やかな高校野球が始まりました。その爽やかさに輪をかけたよう 

な明徳義塾の 1件。タバコの一服や二服、政界に比べたら屁でもな 

いのに潔いと申しますか馬鹿正直と申しますか。これが高校球児の 

魅力なのでしょう。今回は特に、明訓高校の一年生投手、永井君は三条市嵐南地区島田の出身でありまして 

三条市民としては目の離せない甲子園であります。 

この新しい星の誕生を喜んでいる一方、巨星堕つの報に接し、人生の空しさを感じざるをえません。 
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えっ、ガラリと話を変えて、今日は何の日？！   今日は、そろばんの日だそうでありまして、ハァチ・ 

ハァチと語呂合わせから来たものやら、これは、田中久作先輩にお聞きしないことには。 

 また、金大中氏が東京のホテルから拉致された、いわゆる金大中事件であります。 
来週はお盆で休会であります。御先祖様の御供養をくれぐれもお忘れなく。 

 
 
 
 

   
  

（奨学金８月分をお渡ししました） 

                         谷  文 光 さん 
（新潟大学 医歯学総合研究科 生体機能調節医学専攻） 

     
米山奨学生として２回目の例会訪問です。お世話になります。 

 先日、ビックスワンに中国とアルビレックスの試合を見に行きま   
した。私は中国チームを応援しました。応援していてふと気がつ  
くと、日本の観客の皆さんが「中国ガンバレ！」とアルビレック 
スの応援だけでなく、中国チームも応援してくれています。私達 
中国の応援団も「アルビレックスガンバレ！」と応援しました。 

  サッカーというスポーツの交流だけが友好を結ぶのでなく、その    
周りの観客の皆も互いに友好的な気持ちになっている。 
その日私はとても温かな気持ちでした。 

 
 
 
                           

                           
 
              船久保 孝志 幹事 幹 事 報 告 

  
●神成ガバナー事務所より「第１回米山奨学セミナー」開催のご案内 
   日 時    ９月２３日（金・祝日） １１：００～１４：００ 

     会 場     ホテルオークラ新潟 ３Ｆ「クラウンの間」 
  

 ●中條ガバナーエレクト事務所より「南ＲＣ・ガバナーエレクト事務所会議」ご案内 
     日 時    ８月１１日（木） １８：３０～ 
     会 場    餞心亭 おゝ乃 
     出席者        会長 幹事 韮澤喜一郎パスト会長 佐藤嘉男パスト幹事 佐々木常行パスト幹事 
   

●三条市社会福祉協議会より  
７・１３水害１周年事業『７・１３水害から立ち上がった子どもたちからのメッセージ』開催のご案内 
  日 時    １０月２９日（土） １０：００～   
         ※当初９月１１日開催予定でしたが総選挙のため延期となりました 
  会 場    三条市総合福祉センター 多目的ホール 
  出 演    嵐南地区 保育園、幼稚園、小・中学校 
  ＊３ＲＣにて、全国のＲＣより寄せられた義援金より１０万円、事業支援金として拠出 

 
   
     
 ロータリーの友 ８月号  紹介 

                  齋藤 嘉一 会員 
 
 
              ＊『友』縦組み Ｐ２  
               ２００５年３月１２日 全日本ＲＡＹＬＡワークショップ基調講演 
               第２６８０地区パストガバナー 深川純一氏の「人を育てる」が 
               印象深く心に残りました。 
                        



                
 
  
 
 
 
 
 

 
 
～８月 ８日 ￥１９，０００ 今年度累計 ￥１４７，０００～  

  
佐藤（栄）君  祈る 無事帰還 ディスカバリー  ８月８日は歴史に残るような日になりそうです。 
船久保君    谷さん、卓話ご苦労様です。 
谷  君    本日卓話です。１ヶ月前からドキドキしています。宜しくお願いします。 

 石山君、坂井君、佐藤（秀）君、田代君、田中（悌）君、丸山（征）君 
         谷さん、卓話ご苦労様です。インターネットの話楽しみにしています。 
 吉田（秀）君  あれから６０年。昭和２０年８月１５日、終戦（敗戦）の日、この日も暑かった。 

私は、二本木の日漕工場で防毒マスクを着けて、ガソリンのオクタン価を高める四エチル 
鉛の鉛合金を造っていました。 

馬塲（信）君  「新市誕生！第１回三条夏祭り」は坂本洋司さんの大活躍で盛大に無事終了しました。 
ありがとうございました。 

坪井君     暑中お見舞い申し上げます。昨日の花火大会もきれいで良かったですね。 
西巻君     暑さに負けずにゴルフを楽しみました。 
田中（久）君  連日の猛暑です。暑中お見舞い申し上げます。 

 安達君、佐藤（嘉）君、滝口君、田中（正）君 
 ＢＯＸに協力いたします。 

 鈴木（武）君  ＢＯＸ担当ということで。ご協力有難うございました。 
 

 
 
 
 
 
   

 
         

                               
  

「インターネットをうまく活用していますか？」      谷  晴 夫 会員 
 

  三条南ロータリークラブのホームページの内容は、皆様のご協  

力のおかげで日々充実してきております。 

しかしながら、会員の皆様全てが三条南ロータリークラブのホー   

ムページを見ているわけではありません。 

実際、必要性がなければパソコンを開くことはありません。パソ 

コンを開くことが少なければ、ホームページを見る機会も大変少 

なく、ましてや三条南ロータリークラブのホームページを見たく 

ても見られないのが現実であり事実だと思います。 

本日は、趣味と日常生活にインターネットが役立つことを目で 

見ていただきます。会員の皆様がインターネットは、趣味や日常   

生活に必要だ、使ってみたいと思っていただければ幸いと考えま  

す。そのような考えで、惹いては三条南ロータリークラブのホームページを一人でも多くの方に見てもらう 

ことができればと本日の卓話の時間をいただきました。 

本日紹介する趣味等に活用できる例はほんの一部のことです。この一部のことからインターネットを使っ 

ていない人が、直ぐに多くの趣味に活かせることができるとは思っていません。しかしながら、一歩一歩も 

大事なことと思いがんばりますのでよろしくお願いします。 

 



趣味と仕事でうまく活用してみましょう。（ほんの一部の事例です。） 

 

① 魚釣りが好きな人「例えば、新潟の寺泊からの船釣りは最近何が釣れるんだろう」と調べてみましょう。 

ＹＡＨＯＯに「寺泊 釣り」とキーワードを入れてみます。「寺泊釣り情報」をクリック、そして、「なか 

くに丸」「作十丸」をクリック、「釣果情報」をクリックすると「なんと！５ｋｇを超えるマダイが釣れて 

いるではないですか！」インターネットがあるからこそ現実の釣果が目でみられます。 

私は１０年前「なかくに丸」に乗りました。マダイの話は一言もなく、ハチ目やメバル、ホッケの話だけ 

でした。今回ホームページをみて私自身、新潟の寺泊でマダイが釣れるとは思っていませんでした。それ 

も大型の型が！インターネットは、このように自分の思っていた固定観念を壊してくれます。 

 

② ゴルフ好きな人「例えば、自分の買いたいドライバーの市場はどうなっているのだろう」 

ＹＡＨＯＯに「価格コム」とキーワードを入れて調べてみましょう。 

「価格．ＣＯＭホームページ」をクリック、「スポーツレジャー」のゴルフ用品をクリック、そして例えば 

「ウッド」の項目をクリックしメーカーを選ぶ、例えばダンロップを選びNEW XXIO PRIME DRIVER (#1 SP300)

の市場を調べることができます。いかがですか、三条、新潟のお店と価格の違いを実感できたでしょうか。

同じ商品を安く買う、価格破壊かもしれませんが市場も勉強できます。 

また、価格コムは、ゴルフだけでなく、カメラが好きな人も良く利用できます。「カメラ」をクリックし 

てみましょう。体験してみてください。 

 

③ 登山の好きな方へ「例えば、百名山に挑戦している人の実際登った日記をみて自分も挑戦したい」 

ＹＡＨＯＯに「百名山 ブログ」とキーワードで入れてみましょう。最近はやりのブログです。 

「日本百名山、日本二百名山」というホームページがあります。クリックしてみましょう。実に多くの山 

に登った人の日記が極め細かく書いてあります。写真も大変奇麗です。本にはない情報が満載です。 

ホームページは無限の情報を載せることができます。 

 

④ 「たまには奥さんといいホテルに泊まりたい。どこかいい高級ホテルが格安でないかな。」 

ＹＡＨＯＯに「一休．Ｃｏｍ」と入れてみましょう。トップページの右上にある「高級ホテル一覧」をク 

リック。地域別になっています。行きたい地域をクリックしてみましょう。奥様に喜ばれること確実です。 

 

⑤ 翻訳の機能があります。ＹＡＨＯＯにも翻訳の機能はありますが、インフォシークの検索サイトのほうが 

分かりやいのでご紹介します。 

インフォシークのトップの翻訳をクリック。例えば、アメリカのＹＡＨＯＯを開いてみましょう。 

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ これをＷＥＢページ翻訳に入れてクリックすると日本語に 

変換されます。完全な文体ではありませんが、大枠のことがわかります。インターネットは世界ですので 

利用をしてみてください。 

 

 

パソコンをうまく使う一つの方法！ 

【自分の机にインターネットがいつでもつかえる状態でパソコンを置く事です。】 

ここから始めましょう。 

 

三条南ロータリークラブのホームページを見るためには 

アドレスに  ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓａｎｊｏ－ｍｉｎａｍｉ．ｊｐ 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 

 

   

 
 

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：満６１歳

Ｑ２ あなたの趣味は何ですか Ａ：魚釣り、丘登り

Ｑ３ もし若くなれるなら何歳位になりたいですか Ａ：２５歳位

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：多分今と同じ

Ｑ５ 一つだけ望みが叶うなら何を望みますか

Ｑ 思い６ 出に残るロータリーでの出来事はありますか Ａ：敦煌でラクダに乗ったこと

Ｑ７ その他お話したいことはありますか

　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ：水の中でも自由に呼吸できること

 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。 

 
                             
 線画に戻る

 
   

      
 
 
                   

 
 
 

 

 

 

 

 
 


