
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   

【 出 席 率 】

【 ヴ ィ ジ タ ー 】 三条東ＲＣより　　栗山正男君
一年交換学生　　Ｌｅｎａ　Ｆｅｌｄｔａｎｇｅさん
通訳　　　　　　　　安達彩子さん

8/29

9/2
9/3

第４分区ＩＭ（加茂）へ　２２名　
ローターアクト県内一斉清掃へ　　１３名

会員６２名中４６名　　

８５．９６％【先々週の出席率】

【先週のメークアップ】
三条北ＲＣへ　馬塲信彦君　　船久保孝志君　　星野健司君　　

飯山勝義君　　丸田肇一君　　　 丸山徹夫君
鈴木　 武君　　渡邉久晃君　　　 山村　登君

 
 
 
 
 
 

会  長  挨  拶 馬場 一敏 会長 

  
挨拶を致します。 

１．本日は１年交換留学生のレナさんを迎えての最初の例会です。    

  レナさんは、８月２２日夕方燕三条駅に到着しました。歓迎の意   

味を込めてワシントンホテルにて軽食会を開きましたが、旅の疲  

れと眠気のため、当日は全く食欲がありませんでした。それから 

２週間になりましたが日本の食事になれましたか？ 

当クラブの会員一同、レナさんを心から歓迎します。 

三条東高校も８月２９日から始まっております。右も左も分からな 

いと思いますが、一日も早く生活になれ、色々な日本の文化に触 

れて下さい。 

 

２．８月２６日は、三条東ロータリークラブの認証状伝達式でした。約３７０名の出席で大変活気のある式でした。 

皆さんもご覧になられたと思いますが、三条新聞に発表されたとおりです。 

新しいクラブの誕生は、今年１～２クラブということですが、その１つが三条に実現したことは関係者の努力のお陰 

と思います。年々会員減少が続きますが考えさせられます。 
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３．９月２日は、加茂市にて第４分区のＩＭが実施されました。当クラブからは２２名出席致しました。 

フォーラムでは、「今あなたが率先してやりたいことは」をテーマとして約１時間半の時間がありました。内容につきま 

しては、いずれも各クラブの内情の発表になってしまったと思っています。また、会長として「１年間、特にこれだけは 

やりたいこと」の発表についてもクラブの重点目標になり、ガバナーの総括としては会員増強、退会防止のための方 

策を一番に考えなくてはならないとのアドバイスがありました。 

   次年度のＩＭは分水クラブの担当となります。 

   懇親会は、チェロとキーボードのアトラクションの後、開会。６時３０分に終了しました。 

   その後は当クラブの有志のみで午後９時頃まで２次会を開催し楽しく過ごしました。 

４．昨日（９月３日）はローターアクト地区行事として「新潟県一斉清掃」に参加しました。当クラブからも多 

   数参加していただきました。午前９時に三条市役所別館前に集合し、第２産業道路を中心に清掃しました。 

   当クラブは石上大橋のたもとまでで、ここはタバコの吸殻が散見されましたが、比較的ゴミはなくきれいで 

    した。午前１０時半に解散しました。晴天の下、参加者全員いい汗を流しました。 

  ご協力ありがとうございました。ご参加下さった皆様です。 

  馬場一敏君  馬塲信彦君  星野健司君  飯山勝義君・奥様   丸山征夫君  韮澤喜一郎君  佐藤栄祐君  

  佐藤秀夫君  田中悌司君  田代徳太郎君  坪井正康君  若井 博君  渡邉久晃君・お嬢様 

 

 

 

           

一年交換学生  Ｌｅｎａ Ｆｅｌｄｔａｎｇｅ さん （三条東高校 2 年） 
 

私の名前は、レナ フェルドタングです。現在１６歳です。私の出身地は北海に 

隣接していて、海岸から５分程の所に位置しているドイツの小さな町です。 

  ドイツでは１０年生を終了していますが、それは、日本では高校１年生になるか 

と思います。私が通っていたドイツの高校は生徒が少ない為、部活などの課外活 

動などがなく、授業が終わると生徒は家に帰ります。帰宅後は、音楽を聴いたり、 

友達と会ったり、写真を撮ったりして過ごしていますが、日本の事について本を読 

んだり、学んだりすることは欠かしません。週末は、出かけることが多く、特にサッ 

カーの試合を観戦したり、友達と一緒にパーティに行ったり、コンサートに出かけ 

たりして過ごしています。 

 もう４年以上も前から日本の生活や文化に大変興味を持っていたので、来日と 

いう私の最大の夢が叶い、とても嬉しく思っています。ドイツの高校とはまったく違 

う三条東高校での生活もとても楽しく、ホストファミリーや日本で出会った皆様に、 

とても親切にして頂いているお陰で、充実した日々を過ごしています。 

 今はまだ日本語を上手く話すことが出来ませんが、精一杯努力し、様々な事を 

学んでいきたいと思っています。 

私にとってこれからの一年は大変貴重な

一年となり、今後の私の人生に大きく影 

響すると共に、今まで生きてきた中で最

高の年になると思っています。 

これから沢山の人と出会い、沢山の友達

が出来たらいいなと思っています。 

ロータリークラブの皆様、ホストファミリーの皆様、これからホストファミリーになっ

て下さる家族の皆様、いつも親切にして下さって本当に有難うございます。            

これからの一年、どうぞよろしくお願いします。 

（訳：安達彩子さん） 

 

 

 解説！９月号 

横組Ｐ１９～２１ 「若い息吹」 ロータリーの年齢構成が示され、若い息吹の必要性とまた、経験ある 

会員の重要性が書かれています。年齢構成の数値に興味をひかれました。 

 縦組Ｐ２～６ ＆Ｐ３６  

表紙の奥入瀬渓流の悠久の自然美、その表紙と関連するかの様に第２６６０地区ＩＭの記念講演「世界の水・日本の 

水」が掲載されています。「人間にとっての水とは何か」・・・ご一読下さい。        

広報・雑誌委員会 韮澤喜一郎君 



 

幹 事 報 告          田代 徳太郎 幹事 

  ●中條ガバナー事務所より 「第１回米山奨学委員長セミナー」開催のご案内 

    日   時     ２００６年１０月 １日（日） １１：３０～１５：００ 

    会   場     ホテルオークラ新潟 ４Ｆ 

   

●ＲＩ 第２５８０地区ガバナー事務所内 ロータリー囲碁同好会より「第５回 ロータリー全国囲碁大会」開催のお知らせ 

    日   時     ２００６年１０月２９日（日） １０：００開会式   １７：００表彰式 

    会   場     日本棋院会館（東京・市ヶ谷） 

    登 録 料 ７，０００円 

   

 

 

 

  

 
 
 
 

～  ９月 ４日 ￥２３，０００   今年度累計 ￥１７７，０００  ～  

三条東ＲＣ

馬場（一）君

田代君

田中（久）君

韮澤君

長谷川君

安達君

鈴木（武）君

岡村君

吉田（秀）君

佐藤（秀）君

野島君

佐藤（栄）君

渡邉（久）君

ＢＯＸに協力致します。

鈴木（圀）君

２５６０地区から義捐金を送ることになり、各クラブにお願いしております。ご協力お願い致します。

ＷＥＬＬＣＯＭＥ　ＬＥＮＡ！！ ようこそレーナさん！日本の生活は如何ですか？カウンセラー役をお引受けし

一年間彼女の生活を見守って行くことになります。皆様のご協力をお願い致い致します。

栗山君 認証状伝達式の際には多くの皆様からお世話になりました。これからもよろしくお願いします。

２．田中久作さんが本日から出席して下さいます。

よろしくお願い致します。

佐藤（譲）君、田中（悌）君、銅冶君、野水君、武藤君、渡邊（光）君

あたりまでインターシティゼネラルフォーラムに出掛けたことを思い出しました。

ＩＭに３年ぶりに参加しました。二次会を含め親睦もしっかりと深めました。

田中久作さんがお元気になられたことをお祝いして。

先週と今週とロータリーの『ごった煮』のようです。

去る８／３１、７５才の誕生日のお祝いを頂きました。有難うございました。

久し振りのＢＯＸ担当です。皆様方のご協力有難うございました。

１．レナさんを歓迎して

去る２日、加茂のＩＭに出席して来ました。茨城・栃木・群馬・新潟　四県一区の時は、２日掛かりで水戸市

長い間休ませていただきました。漸く少し歩けるようになりましたので今日から出席させて頂きます。

一年交換学生、レーナさんの例会初出席を祝って。

地区社会奉仕委員会です。７月の梅雨前線による長野県、鹿児島県に大災害が発生しましたことにより

レーナちゃん、例会にようこそ！

レーナちゃん、ドイツ一年交換学生を迎えて！

レーナさん、ようこそいらっしゃいませ。ＢＯＸに協力致します。

 

 

 

「Ｉ Ｍ（Ｉｎｔｅｒ Ｃｉｔｙ Ｍｅｅｔｉｎｇ）報告会」      ９月 ２日  於：加茂市産業センター 

出 席 者 

   馬場一敏君  馬塲信彦君  馬場茂夫君  星野健司君  木原  崇君  丸山征夫君  韮澤喜一郎君 

   西巻克郎君  西野治邦君  野中  悟君   坂井範夫君  佐藤栄祐君   佐藤秀夫君  住谷哲雄君 

   鈴木  武君  滝口恵介君  田中悌司君  谷  晴夫君  田代徳太郎君  坪井正康君  渡邊光郎君 

   吉田秀治君   



□馬場一敏会長 

 １．９月２日午後２時から４時半までの間、加茂ＲＣをホストクラブとして桑原ＡＧの下に第４分区ＩＭが開催されました。 

   前半の１時間はセレモニーでしたが、藤田説量パストガバナーが「ロータリーの縁」について説明されました。クラブに 

   入会してから色々な人との「縁」をもつことによって人生が広がったこと、有益であったことをお話されました。職業柄 

  法事の法話のようになりましたが、いつもの含蓄のある話に感銘を受けます。 

２．フォーラムでは１時間半、「二度とない会長として１年間特にこれだけはやりたいと思うこと」の発表は、４分区の１１ク 

   ラブの会長が順に発表しました。「特にこれだけはやりたいこと」と言われましても、現に年間の行事計画があるので 

会員増強、退会防止を図り、楽しいクラブにしたいと思っています。 

また、来年度の４０周年、再来年度のガバナーに対してクラブをあげての参加と準備に追われる年になると思います。 

また、今はやりたいことではなく、既に交換留学生のレナさんを迎えており、国際奉仕、青少年支援の一環として無事 

１年間過ごしていただき、「日本に来てよかった」「よい体験をした」と言われるよう会員皆さんと一緒に頑張りたいと、 

発表しました。  

 ３．ガバナーの総括で、４分区はそれほどではないが、佐渡ＲＣ、阿賀野川ＲＣでは会員減少が続き存立できず、合併も 

   止む得ない状況下にあるとのことです。地区運営に関しても、４分区は１１クラブと多すぎ、１分区７～６クラブに再編 

   できないかという考えもあるようです。ＡＧ経験者がガバナーになるためにも機会均等のためにも、７分区が同等数の 

   クラブ数で構成されるのが妥当とも考えられます。これからガバナー事務所で考えられ、馬塲信彦ガバナー時に実現 

するかもしれないとのことです。 

 ４．午後５時～６時半、懇親パーティ、産業センターでの開催のため手造りのパーティとのことでしたが、心のこもったもの 

でした。 

幸い午後７時に「本寺小路」着と２次会には絶好の時間となり、いつものとおり２次会を開催、楽しく過ごしＩＭを終了し 

ました。 

  

  

□ 佐藤秀夫会員 

「３年ぶりにＩＭに参加」 

   参加クラブ数は、新設された三条東クラブを加えて１１クラブ、我がクラブからは２２名の出席、総勢２０３名。 

  ２：００～６：３０の４時間３０分、パイプ椅子に座っての拘束は古希を迎えた私にとってつらいものがあり、世代交代の 

  必要を感じる。 

  一部は、セレモニー・・・眠気と戦いながらの時間帯である。藤田説量パストガバナーによるユーモアを交えた含蓄 

のある講話。人と人との出会いから学ぶことが多いという「出会いの縁」の大切さを話され、ロータリーはそれが出来 

るところである・・と。 

 二部は、フォーラム・・・休憩でスッキリする。１１クラブの会長が壇上に勢揃い。二度とない会長として、この一年間 

「今あなたが率先してやりたいことは」について各会長から発表がある。発表の共通した項目は、会員増強、退会防 

止、それに対する方策であった。いかに魅力ある楽しい例会づくりが出来るか、会長さんの腕の見せどころと思う。 

三条東クラブ 池田会長の話の中で、認証状伝達式という一つの大きな目標を達成したことによって、会員同士の強 

い結束が出来たこと、また、そこに夫人が参加したことにより、ロータリーに対する理解が得られ、例会始め、諸行事 

に参加しやすくなったと話された。 

先のとこではあるが、４０周年事業、馬場信彦ガバナー年度における大きな行事を控えている我がクラブにとって、立 

派に事業を成し遂げた後の達成感と会員の結束が一層深まるのではないかと思う。 

 第三部は、懇親パーティである。会員三店による得意料理を食べ、酒を酌み交わし、二次会まで付き合い懇親を深 

めた半日であった。 

 

 

 □ 木原 崇会員              

 「ＩＭに参加して」 

１．セレモニー 

 パストガバナー藤田説量さんの挨拶には感心させられました。因縁についてユーモアを折り込みながら話され、また、 

  ロータリーによって良き因縁がもたらされたと結ばれました。 

 ２．フォーラム 

  桑原寛治アシスタントガバナーの名司会の下、テーマ１「今あなたが率先してやりたいことは」とテーマ２「一人のロー 

タリアンとして率直に言いたいこと、聞きたいこと」について１１クラブ会長から意見発表がなされました。 



●中條耕二ガバナーの総括  

①各クラブの意見を総合すると会員増強につきる。佐渡や阿賀のように会員数が１０名に満たなくなり、合併を考えざ 

 るをえないクラブがある反面、高田のように新潟クラブの９０名を超える勢いのクラブもある。会員の減少を５年間放 

置しておくと３分の１になってしまう。したがって、クラブとしては常時会員の増強に最大の精力を傾注していく必要が 

ある。 

  ②現在、２５６０地区を７分区に分けているが、第４分区のように１１クラブが所属するところもあれば、６クラブしかない 

という分区もあるということで、分区の再編成が必要であるが、これは大きな問題であり、今年度で解決できる問題 

ではない。次年度及び馬場年度までに解決していただきたい。 

３．総括 

  次期ＩＭ開催クラブは分水クラブに決定され、氏田会長から、本来は三条南であるが、４０周年や馬場ガバナー年度 

との兼ね合いで当クラブが引き受けた旨の挨拶があった。 

４．懇親パーティ 

  アトラクション：武藤光子さんのチェロと古寺泰子さんのキーボードによるポピュラーミュージックの演奏であったが、 

料理を前にしてのお預け状態の中であり、また、素人演奏の域を出ないものであり、評価はできなかった。 

   料理は、加茂クラブ会員の「わか竹」、「山重」などの老舗料亭のものであり、非常に美味かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


