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会長挨拶
三条南ロータリークラブ
会長

荒澤 威彦
本日は、
燕 RC より青柳修次会長、
遠藤重治様が 60
周年記念式典の PR にお越しくださいました。後ほど
ご挨拶をお願い致します。
さて、きょうは節分です。この三条市の本成寺でも
本格的に鬼踊りをやっており、関係のクラブメンバー
はそちらへ行っております。
この鬼踊り、昨年東京のある有名なお菓子屋さんに
行ったときに驚いたことがありました。お菓子屋の店
いっぱいのポスター。ひとつはユネスコの無形文化遺
産に登録されている秋田のなまはげ、その隣にあった
もうひとつが本成寺の鬼踊りでした。下には新潟県三
条市と書いてあったので間違いないでしょう。意外に
も有名なんだと気づかされました。もしかしたら無形
文化遺産に登録できるかもしれません。
法華宗総本山本成寺の一大行事として行われる本
成寺鬼踊りは、室町時代の僧兵と農民が力を合わせて
盗賊を追い払ったという故事に倣い、厄祓いの形で節
分の豆まき行事として続けられています。本成寺本堂
の厳粛な空気の中に響き渡る鬼たちの叫び声と鋸、斧
などの金物を持ち大暴れするその姿は迫力満点。最後
は鬼に豆を投げつけて退散させ、平和と安全を祈りま
す。鬼に抱かれた赤ちゃんは健康に育つという言い伝
えがあり、毎年子ども連れでにぎわいます。
実はこの 5 匹の鬼たちには、色毎に意味があります。
赤鬼・・・人間のすべての悪い心
青鬼・・・貧相で欲深い心
黄鬼・・・愚痴や甘えの心
緑鬼・・・驕りたかぶりの心
黒鬼・・・疑いの心
これらを追い払うことで、人としてまた一つ成長でき
るということです。
それでは、今年の恵方巻は、西南西の方に向いてお
食べ下さい。皆様に厄と新型コロナウイルスが来ませ
んように。

◆本日の出席：48 名中 23 名
◆今年度の累計出席率：84.87％
◆本日のビジター：
燕ロータリークラブより 青柳修次会長 遠藤重治君
◆先週のメークアップ：
▶1/23 三条東 RC へ 西巻克郎君 野島廣一郎君 佐々
木常行君 太田義人君 佐藤秀夫君 杉井旬君
▶1/26 長久の家餅つき大会へ 加藤一芳君
▶1/27 三条南 RC へ（新年会欠席補填）
野島廣一郎君 西巻克郎君 佐々木常行君 渡邊光郎君
大渓秀夫君 銅冶康之君 星野健司君 野崎正明君 坪井
康紀君 太田義人君
▶1/28 三条北RC へ 佐々木常行君 坂本洋司君 野島廣
一郎君 星野健司君 長谷美津明君
▶1/29 三条RC へ 西巻克郎君 野島廣一郎君 西潟精一
君 坂本洋司君 船久保孝志君 佐藤秀夫君
▶2/1 米山奨学委員長セミナー（新潟市）へ
平松修之君

◆幹事報告 長谷川直哉幹事
●2020-21 年度 国際ロータリー会長テーマ
「ロータリーは機会の扉を開く」
（Rotary Opens Opportunities）
――ホルガ―・クナーク氏（ドイツ）
●例会変更のお知らせ
2020 年 4 月 6 日(月)第一例会
→ 日時は変わらず、場所を「三条ロイヤルホテル」
に変更します。(三条信用金庫様が大会議室使用のため)
●東京 RC 会員 熊平雅人様より「抜粋のつづり その 79」
寄贈。会員全員に配布しました。
●「長久の家」より餅つき大会お礼状
（2020 年 1 月 26 日(日)参加者：加藤一芳 スマイル
BOX より 5,000 円の協力金）
●2020 年 2 月のロータリーレート
１＄＝110 円 （2020 年 1 月と変わらず）

国際ロータリー会長 マーク・ダニエル・マローニー（米国）
第2560 地区ガバナー 大谷 光夫（高田）
第４分区ガバナー補佐 三本 進一（見附）
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◆理事役員会報告
日時：2020 年２月３日（月）12 時 10 分～12 時 20 分
会場：三条信用金庫 3 階ロビー
出席：14 名中 8 名（定足過半数）
議事１．名誉会員推薦について
………承認
議事２．燕 RC 創立 60 周年記念式典参加について …承認
議事３．例会変更について
………承認

ようこそ三条南 RC へ
燕 RC 創立 60 周年記念行事のお知らせ
燕ロータリークラブ
青柳 修次 会長
(写真左)
遠藤 重治 会員

ニコニコボックス
2/3 11,000 円 累計 324,000 円
燕 RC 青柳会長「本日はありがとうございます。燕 RC
創立 60 周年よろしくお願い致します」
燕 RC 遠藤君「60 周年よろしくお願いします」
荒澤会長「燕 RC 青柳修次会長、遠藤重治様ようこそ。
60 周年おめでとうございます」
長谷川幹事「2 月になりました。今年はうるう年というこ
とで、1 日多いです。有意義に過ごしたいもの
です」
銅冶君「燕 RC 青柳修次会長様、遠藤重治様、三条南 RC
へ ようこそ！」
大渓君、渡邊（光）君、木村君
「BOX に協力します」
熊倉君「BOX にご協力ありがとうございました」

表 彰 ～ロータリー財団より～
◆個人表彰
熊倉 高志 会員
ポール・ハリス・フェロー
第２回マルチプル

2020 年 4 月 25 日（土）
燕三条ワシントンホテルに於いて、式典及び祝賀会を
行います。精一杯のおもてなしでお迎えいたします。
どうぞ三条南 RC から多くのご出席をお待ちして
います。
◆◇◆◇◆◇ 記念講演・アトラクション ◆◇◆◇◆◇
弥彦神社宮司
渡部義信様
国際ジャーナリスト 手嶋龍一様
燕市立小池中学校吹奏楽部

今月の「ロータリーの友」誌より
（２月号：桑原朋子クラブ会報委員長）
特集「ようこそ、島へ！」より
（横組８ページ）奄美中央 RC の記事をご紹介します。
「30 代から 80 代までの 58 人で活動しています。
ここ数年で若い会員が入会、
女性会員も10 人に増え、
例会が華やかになりました。2 年連続で女性の会長・
幹事が誕生しています」
（※また、新型コロナウイルスに関して各国から集ま
っている情報をお知らせいただきました）

2020-21 年度 国際ロータリー会長テーマ

「ロータリーは機会の扉を開く」
（英語：Rotary

Opens Opportunities）

アメリカ・カリフォルニア州サンディエゴで開催されている国際協議会（１月 19～25 日）で
次年度 国際ロータリー会長 ホルガー・クナーク氏（ドイツ）のテーマが発表されました。

このテーマは、ロータリアンがリーダーシップを強化する機会をつくり、奉仕の理念を行動へと移し、
支援を必要とする人びとの生活を向上する活動を行うようロータリアンを喚起しています。

