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　　　　　　　　　　　　　大原義弘君　　若井　博君　　吉井正孝君　　

　　６／１１地区クラブ奉仕委員会（新潟）へ　荒澤威彦君
　　６／１２三条北ＲＣへ　天田　匡君　　馬場茂夫君　　飯山勝義君

一年交換学生　　レナ・フェルドタングさん　

6/5 三条北ＲＣへ　  　丸田肇一君　　

馬塲信彦ガバナー事務局　青木義朗さん
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会  長  挨  拶   馬場 一敏 会長                       

挨拶致します。本日は、私年度の例会場での最後の挨拶になります。 

予定されたプログラムも既に９９％終了しました。当年度の大事業の一つでありました「一年交換留学生」 

  の件も終了します。 

１年交換留学生のプロジェクト委員会において、去る６月１５日（金）に三条ロイヤルホテルにて、交換留学 

生のレナさんの「お別れ会」を開催致しました。いろいろ予想しなかったことや、困ったことも多々ありまし 

たが、何はともあれ無事終了し、６月２２日にドイツへ帰国することになっております。 

また、本日はレナさんから１０ヶ月の体験をこの後スピーチしていただくことになっていますので皆さん、ご 

期待下さい。 

 レナさんはインターネットのメールアドレスに「こころ KOKORO」の文字を使用されています。来日前から十 

分、「日本の心」を理解しているものと思っておりました。 

日本人は「心」と表現する時は、いろいろ場面で「心」の意味を考えます。日本人は自己主張しないことが多 

いと言われますが、相手のことを思う心、もてなす心は十分あると思います。 

レナさんもいろいろな体験をしたと思いますが、日本人の「心」「行動」を日々の体験の中で感じたと思います。

人種や国籍が異なっても、「相手のことを思う気持ち」は同一だと思います。 

帰国後は、日本人の「心」を多少理解したと思いますので、それを糧に心豊かな国際人に育つことを祈ります。

簡単ですが、本日の挨拶と致します。 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

2006～2007 年度 

２００７年 ６月１８日第１８３２回 本年度第４０回 
国際ロータリー

第２５６０地区 

２００６～０７年度 

クラブ会報特別企画

あの人 あの時 

武藤 昭三 君



 

 

 

 

何年も前から日本にきょうみがありました。だから、日本の高校 

で一年間勉強するきかいをえたことで、わたしの一ばん大きな夢 

が、じつげんしたわけです。 

２００６年の８月２２日に Narita にとうちゃくしました。 

そのあとの一年間はいろんなことがありました。 

高校へ行き、クラスメイトたちとはじめて会った。ロータリーの 

オリエンテーション、日本語のじゅぎょう、学校の英語クラブ、 

カラオケ、ロータリーのりょこうは毎回とてもたのしかったです。 

こんかい日本に来て一ばんたのしかった事のひとつは、しゅうが 

くりょこうでおきなわに行ったことです。たくさんの事をまなび 

ましたし、すごくたのしくすごしました。 

日本のおしょう月は私のそうぞうとはだいぶちがって、とてもしずかでおちついていました。 

２月にホストファミリーといっしょに京都に行きました。京都は私が今までみた中で一ばんうつくしいまち 

でした。 

日本について、そして自分じしんの事についてもたくさんまなびました。日本でかけがえのない友人もえる 

ことができました。すばらしい人たちと出会うことができました。みんなとても親切でしたし、いつもだれ 

かが私に手をかしてくれました。日本ですごした日々はまちがいなく私のじんせいでもっともすばらしい 

一年でした。本当にありがとうございました。 

 

 

 

 
●渡辺ガバナーエレクト事務所より、「第７回ライラ研修」のご案内 

   開催日   ２００７年 ９月１５日（土）～１７日（月・祝日） 

   会 場   五頭連邦少年自然の家（阿賀野市） 

   参加者  ・地域社会の青少年指導者及び指導者の素質を持つ１８～３０才の青年男女 

        ・各クラブの新世代奉仕委員 

●国際ロータリー日本事務局より、ロータリーレート変更のお知らせ 

   ７月１日より  現行 １１８円 ⇒ １２２円 

●三条市青少年健全育成市民大会事務局より 

   平成１９年度三条市青少年健全育成市民大会 開催のご案内 

   開催日   ２００７年 ７月１５日（日） 

           第１部 式典・講演  １３：３０～１５：３０ 

           第２部 街頭啓発   １６：００～１６：３０ 

   会 場    １部：中央公民館    ２部：ジャスコ三条店・原信四日町店 

   講演会   「夢は逃げていかない」 ヤンキー先生こと 義家弘介氏 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田代君
佐藤（譲）君 久しぶりの例会出席です。失礼しておりました。

本日は「クラブ・フォーラム」です。宜しくお願い致します。

馬場(一)君 ①当会員、西野治邦様のご逝去をお悔やみ申し上げます。
②レナさんを歓迎して。

 

～ ６月１８日 ２０，０００円  今年度累計 １，００４，０００円 ～

幹 事 報 告 田代徳太郎幹事 

１年交換学生 レナ・フェルドタングさん（三条東高校３年）

６月２２日にドイツに帰国致します。 



坪井君

佐藤（栄）君 西野先生のご冥福をお祈り致します。合掌
船久保君 西野先生のご冥福をお祈り致します。
長谷川君

安達君
滝口君
鈴木（圀）君
相田君、荒澤君、岡村君、坂本君、佐々木君、田中（悌）君、野中君、平松君

野崎君

弔　西野治邦会員のご冥福をお祈りして。

①西野先生の急逝の訃報、心よりお悔やみ申し上げます。
②４０周年記念まで一年を切りました。皆様のご協力お願い致します。

またまたスマイルボックスの担当になりました。皆様のご協力に感謝致します。

○レナ嬢が予定の日程を消化して２２日に離日、帰国の途に付きます。皆様からの

ＢＯＸに協力致します。

　応援にカウンセラー役として感謝致します。
○馬場会長、昨日は有難うございました。
Lenaちゃん、帰っちゃうんだね！
また選挙で忙しくなりますが、極力例会には出席するように努力致します。
本年度最後の例会になりました。ＢＯＸに協力

 

 

 

 

 

 

■「地区協議会 （5/12  於：ホテルオークラ新潟）報告」 

 □地区クラブ奉仕委員    荒澤威彦君 
  地区協第２セッション：クラブ奉仕委員会・地区拡大増強委員会報告 

   

・会員増強拡大について 

   ６月末と７月１日の会員数減少のクラブが多い、退会防止と合わせて拡大をお願いしたい。 

   

・国内・国外姉妹クラブの締結推進について 

   締結を検討しているクラブについては、相手候補選びも含め全面的にバックアップをしていく。 

   

・元気プロジェクトについて 

   クラブで行う事業で住民に周知してもらえるように、マスコミを使いＰＲをする。 

   

・クラブ・リーダーシッププラン（ＣＬＰ）について 

   ２００８－２００９年度に向け、組織体系について今年度はＣＬＰの研修を行っていき、各クラブで 

   採用を検討する。 

  

  □地区国際奉仕委員（世界社会奉仕・友情交換委員） 丸山征夫君 
   地区協第４セッション：国際奉仕委員会報告 

 

   ・仕事の内容としては、友情交換委員会は姉妹クラブの提携を活性化すること。 

    世界社会奉仕では、簡単に言えば、２カ国ないしはそれ以上の国のロータリークラブが協力して行 

     う社会奉仕活動で、例えば、地球温暖化で海水が増えその結果、海に沈んでしまう島国を救うとか、

ポリオワクチンの配布とか、ストリートチルドレンの問題など数多くあります。 

 

    アフリカでは、内戦に拠る社会情勢の混乱や、増大しつつあるエイズによる問題であります。ロシ 

アやモンゴルでは、ストリートチルドレンは、厳冬期には放置された下水道の中にねぐらを見つけ 

ている。北朝鮮においても、コッチェビと呼ばれるストリートチルドレンの問題がある。これらの 

問題の解決には資金が必要で、職業奉仕を通じて皆様からのご寄進をお願いということになると思 

います。 

わが日本国内でも充分すぎるほどの問題があるのに、何故外国の人を助けるのかと言えば、これに 

より日本が助けてくれたということでイメージアップにつながり、結果的には例えば、他には売り 

惜しみしている原油を快く売ってくれるとか、魚を採らせてくれるとか、また日本にもプラスの面 

もある訳です。 

その節には皆様のご協力をお願い致します。 

   



□地区米山奨学委員    星野健司君 
地区協第７セッション：米山奨学委員会報告 

 
寺島地区米山奨学委員長より、米山奨学委員会の目的と事業の説明があり、そのあと今年度の寄付目 

   標額の達成と、まだ奨学生を受け入れていない若干のクラブへ受入れ要請していくことを念頭に、委員 
会を「奨学生・学友」、「寄付増進」、「奨学生選考」の３担当に分け事業推進を図るとされた。 

    その後、ビデオを利用し「米山事業の紹介」があり、１４ヵ国、２５名の奨学生が県内８大学で学ん 
でおり、「奨学生選考」では募集システム，選考基準などの説明があり、 
「奨学生・学友」では５月の奨学生オリエンテーションから３月の奨学生修了者歓送会までの年間スケ 
ジュールの説明がありました。 

ゲストの学友会会長 房 文慧（中国）敬和学園大学教授より「米山奨学生として過ごした日々を顧 
みて」という演題で講演、現在もカウンセラーをされたロータリアン家族との楽しい交流も披露された。 
最後に大島精次パストガバナーより講評をいただき、委員会を終了する。 

 

■４０周年記念事業について              ４０周年実行委員長 坪井 正康 君 
   ①４０周年記念式典及び祝賀会 

開催日     平成２０年 ６月１４日（土） ＰＭ３：００～ 

会 場     ハミングプラザＶＩＰ グランドホール  

出席予定者数  ３３０名程を予定（会員夫人の出席はなしとする） 

記念講演会   中止・・・費用と時間が掛かりすぎること、他のクラブの記念式典でも講演会 

              はあまりされていない（講演会がなくても式典は厳かであり、スッ 

キリとしている）などのことを考慮し、中止とした。 

         ※講演会に代わるものとして、津軽三味線名手 二代目高橋竹山を招いての演 

奏会を計画、出演交渉中。  

 

②当クラブだけで『前夜祭』を開催。（会員ご夫人を招待） 

 親睦委員会の協力をいただいてクラブの誕生日を祝いたい。 

 開催日     ２００８年 ６月 ９日（月） 

  会 場     ピアザ デッレ グラツィエ（三条市上須頃１６２５ 地場産業センター裏） 

③記念誌は式典当日に配布できるよう、出来上がらせる予定 

   ④記念事業・・せっかくお金を使うのだから、意味のあるものを、お金の生きる社会事業を検討したい 

    《参考・３０周年記念事業》  

     ・チャリティーコンサート「邦楽の夕べ」開催  

     ・ディーサービス用リフトカーの寄贈 

   ＊良い案があったら、どんなことでもご意見をお聞かせ願いたい。 

  

■馬塲信彦ガバナー事業について         馬場ガバナー年度地区幹事 韮澤  喜一郎 君 

 

①地区行事日程について（南クラブ主幹の下開催されます） 

   ・会長エレクト研修セミナー （佐藤栄祐実行委員長） 

２００８年 ３月２２日（土） 於：餞心亭 おゝ乃 

   ・地区協議会（野崎正明実行委員長）２００８年 ５月１７日（土） 於：県央地域地場産業センター 

   ・地区大会 （吉田秀治実行委員長）２００８年１１月１５日（土）・１６日（日） 

                                   於：県央地域地場産業センター 

   ・親睦ゴルフ大会（丸田肇一実行委員長）２００８年１０月 ５日（日）於：大新潟ＣＣ 三条コース    

②ガバナー事務所について 

    現在の三条ロイヤルホテル内「中條ガバナー事務所」を事務機器他備品、電話、ＦＡＸなど全てその 

まま引継ぎ、２００７年９月ガバナーエレクト事務所として開設 

・開所式 ２００７年 ９月１４日（金）を予定 

   ③「会長エレクト研修セミナー」「地区協議会」「地区大会」の三大事業を始め、各種大会を南クラブ会 

    員の協力の下、開催、運営していかなければなりませんが、委員会の活動費用を南クラブの年会費と 

ともに特別会費として協力いただく を理事会にて審議、クラブ会員の承認をいただきましたこと、 

有難うございました。前期１万円、後期１万円のご協力をお願い致します。 


