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【ゲスト】
相伍工業（株）広川正道さん
【ヴィジター】
三条ＲＣより 長谷川有美君
【先週のメークアップ】
９／１７ 佐渡南ＲＣ創立３０周年記念式典へ
９／１８～２０ライラ研修（津南）へ
９／２３ 米山奨学セミナー（新潟）
）へ
９／２５ 吉田ＲＣ創立２０周年記念式典へ
馬場一敏君
嘉瀬 修君
齋藤嘉一君
佐藤嘉男君

おゝロータリアン

鈴木達也さん
熊倉昌平君
馬場一敏君
赤塚 寧君
吉井正孝君
佐藤栄祐君
丸山徹夫君
住谷哲雄君

田代徳太郎君
若井 博君
船久保孝志君 荒澤威彦君
西巻克郎君
野中 悟君
谷 晴夫君
吉田 衛君

会 長 挨 拶

佐藤 栄祐 会長
朝、晩、すっかり秋めいて参りまして過ごしやすい昨今です。
事件、事故ばかりご報告が続いております会長挨拶ですが、それ
だけ世の中平穏な日がない証拠でありまして、この２週間の内も
様々な出来事がございましたが、今回はそんな浮世をちょっと離
れてのお話をと思っております。
季節は秋でございます。秋はなんと言っても中秋の名月でござ
いましょう。今年の十五夜の満月は９月１８日でございました。
残念ながら、三条ではあいにくの空模様で観ることが出来ません
でした。では、翌日の十六夜の月をどうして「いざよいの月」と
呼ぶのでしょうか。これは、十五夜の月の出に比べ、やや遅れて
ためらいがちにその姿を現すことから「十六夜の月」を「いざよ
いの月」と言わせたのだそうです。古の人の表現の豊かさと申しますか、自然界の動きを文学的に置き換える
術とでも申しますか、天才的としか考えられません。

国際ロータリークラブ 会 長
第 ２５６０ 地 区 カ バ ナ ー
第４分区アシスタントガバナー
佐 藤 栄 祐
会 長
三条南ロータリー事務局

カール・ヴィルヘルム・ステンハマー(スウェーデン)
神 成 粛 一 (新潟西)
片 山
弘 (燕)
船久保 孝 志
荒 澤 威 彦
幹 事
SAA
三条市旭町２－５－１０
〒955-8666
三条信用金庫本店内
ｔｅｌ ０２５６－３５－３４７７
ｆａｘ ０２５６－３２－７０９５
e-mail info@sanjo-minami.jp
URL http;//www.sanjo-minami.jp

次の十七夜となりますと更に月の出は遅くなります。そこで待ちかねた気の早い人は立ち上がって東の空を望む
ことから「立ち待ちの月」となり、十八夜は更に遅くなりますので、縁側に腰を落ち着けて待っているところか
ら、
「居待ち月」となり、十九夜ともなりますと、月の入りから２時間近く遅れて現れますので、気長に「寝待ち
月」となります。更に二十夜となりますと、夜も更けて上がりますので「更け待ち月」となり、二十三夜はちょ
うど今夜に当たるわけですが、
「真夜中の月」と申しますそうです。

月々に 月見る月は多けれど
月見る月は

この月の月

何方のおよみになったお詩か存じませんが・・・

語呂合わせの様な句であります。
わ

け

秋に因んでいま一つ。
「秋茄子は嫁に喰わすな」というなんとも意地の悪い諺ですが、どうゆう理由なんでしょ
うか。文字通り、秋茄子は美味しいので意地悪く喰べさすなと言っているようですが、実は妊娠率を下げる作用
があるからだそうで、古の人はわかっていた。そこで小咄を一つ、
「お母さん、毎日毎日茄子ばっかであきたてばね」
「馬鹿言わっしい、秋茄子食べられっのは今年限りられ」
「どうしてかね」
「来年お前さんは嫁に行くねっけ」

幹

事

報 告

船久保

孝志 幹事

●燕ロータリークラブより 第４分区ＩＭ出席、協力お礼
※ＩＭ
９月１１日（日） 於：燕三条ワシントンホテル ２０名出席
●中條ガバナーエレクト事務所より 事務所開設のご案内
所在地
三条市本町３－５－２５
三条ロイヤルホテル １Ｆ
ＴＥＬ ３２－７０４１
ＦＡＸ ０５０－３４３７－６５００
Ｅメール ｎａｋａｊｏ ＠ｒｏｔａｒｙ ２５６０．ｊｐ
執務時間
月～金 ９：００～１７：００
地区幹事： 斎藤 正
地区会計長：
： 石川勝行

～９月１２日
佐藤（栄）君

￥１６，０００

今年度累計￥２５６，０００～

昨日は、吉田クラブ２０周年記念に多数ご出席いただきありがとうと言うか、ご苦労様でし
た。ハプニングがございました。
船久保君
新世代奉仕委員長の赤塚さん、ご苦労様です。広川さん、鈴木さんを歓迎して。
相田君
去る１８日よりのロータリー、ライラ研修に当社の社員２名参加させていただき感謝申し上
げます。良い勉強になったと期待しています。
赤塚君
広川さん、鈴木さん、今日はご苦労様です。ライラの報告楽しみにしています。
若井君
広川さん、鈴木さん、先週のライラ研修ご苦労様でした。
吉田（秀）君
公式訪問時の写真を見ると、私が一番老人に見えますね。未だ８０歳になっていません！！
嘉瀬君
昨日は、吉田ロータリー２０周年記念行事に参加して来ました。簡素で好感が持てました。
西巻君
○去る２３日の米山奨学セミナー、都合悪く吉井さんに代わっていただきお礼申し上げます。
○昨日は、吉田ロータリーの２０周年に参加してきました。
渡邉君
９月１７～１９日、宮城、山形とドライブを楽しみました。
田中（悌）君
仕事に良し、遊びに良し、爽やかな日々がやってまいりました。
安達君
都合で早退させていただきます。ＢＯＸに協力
荒澤君、石山君、岡村君、佐藤（秀）君、滝口君、銅冶君、西野君、野崎君、丸田君
ＢＯＸに協力致します。
田代君
本日、突然ＢＯＸ当番を仰せつかりましたが、皆様のご協力でたくさん集まりました。
有難うございました。

１０月のお祝い
【会員誕生】
２日・・長谷川晴生君
２８日・・丸山徹夫君
【御夫人誕生】
１１日・・田中杏子（正佐久）さん
１３日・・長谷川裕子（晴生）さん
１９日・・野中恵美子（悟）さん
【結婚記念】
３日・・齋藤嘉一君・千代子さん
６日・・馬塲信彦君・淑子さん
７日・・田中悌司君・秀幸さん
１１日・・石山荘一君・敏江さん
１３日・・丸山征夫君・千代子さん
１９日・・大原義弘君・真知子さん
２１日・・西巻克郎君・富紗さん
２８日・・田代徳太郎君・恵美子さん
＊＊

「ライラ研修報告」

２４日・・丸山征夫君

１１日・・谷ひさ子（晴夫）さん
１４日・・熊倉豊子（高志）さん
２０日・・大渓明子（秀夫）さん

３日・・吉井正孝君・敏子さん
７日・・鈴木 武君・マサ子さん
８日・・野崎正明君・裕子さん
１２日・・田中正佐久君・杏子さん
１３日・・若井 博君・敏子さん
２０日・・銅冶康之君・なをみさん
２４日・・荒澤威彦君・政子さん

おめでとうございます

＊＊

ライラ研修：９月１８日（日）～２０日（火）

於：グリーンピア津南

■赤塚寧新世代奉仕委員長
「ライラ」（青少年指導者養成プログラム）は若い人とロータリア
ンが参加する地区のプロジェクトであり若い人の、指導者および善良
な市民としての素質を伸ばすことを目的としたものです。
「ライラ」とはＲＹＬＡでＲｏｔａｒｙ Ｙｏｕｔｈ Ｌｅａｄｅ
ｒｓｈｉｐ Ａｗａｒｄｓの頭文字をとったもので「ロータリー青少
年指導者養成プログラム」と邦訳されています。
参加者は１４～３０歳の青少年男女と各ＲＣの新世代奉仕委員会
メンバー、プログラムの内容は多様性を要求され、いろいろな分野に
ついてロータリアンと一緒に考えます。
研修テーマ：「夢をかたちに」素敵な未来を 先人の足跡をさぐる
プログラム
【第１日目】 ９月１８日（日）１２：００～
開講式 ・ 講演Ⅰ「夢をかたちに」造形大学理事長 豊口協氏 ・ 講演Ⅱ 酒井與喜夫氏（カマキリ博士） ・
オリエンテーション ・ 各班ミーティング ・ 夕食（カレー作り） ・ 民謡
【第２日目】 ９月１９日（月・祝）
屋外活動（津南散策） ・ 室内制作 ・ 講演Ⅲ 奈良東大寺 筒井寛昭師 ・ 講演Ⅳ 郷土史家 稲川
明雄氏 ・ キャンプファイヤー バーベキュー 音楽ライブ
【第３日目】 ９月２０日（火）
室内制作 ・ 「夢をかたちに」制作発表 ・ 閉講式

充実したプログラムの下、研修生だけでなく私自身貴重な経験をすることが出来た。とかく言われる「今の若
者は」といった固定観念を打ち砕いてくれる本当に爽やかな若者たちの参加で、その研修生と寝食を共にし、清々
しい時間を持てたことに感動を覚えた。
■研修生

廣川正道さん

今回、ライラ研修に参加させていただき普段の日常では経験す
ることの出来ない貴重な体験をさせていただき感謝しております。
初日の講演は、生き物の生態から天気や自然災害を占うという
ものでした。天候を見極めるのにカマキリの卵に注目したのには
大変驚きました。卵を産み付けてから数日間は絶対に雨が降らな
いということをカマキリが知っていたこと、生物の一つ一つの行
動に天候との深い関わりがあるという話を聞き、非常に興味深く
話を聞けたと思います。
二日目は東大寺住職 筒井寛昭氏から「今の中の古代」という
テーマでの講演でした。古代から現代まで行き続ける日本文化を
通じて他人を敬う、思いやる心を持ち続けてほしいという内容で
した。思いやりの心こそが日本人のアイデンティティー（日本人が日本人である証明）なのだと思います。
そして、三日間通して行われた室内制作ですが、内容は各班に分かれ、
「夢の生活環境」を主なテーマに町造
りをしていくというものでした。製作開始当初、私達の班はロシアからの留学生が２人参加していました。一
日目は留学生２人とのコミュニケーションをとることに時間の大部分を費やしてしまい、肝心の議論がほとん
ど出来なかったことを非常に悔やんでいます。
二日目からは留学生が帰り、４人だけと他の班に比べて明らかに少ない人数の作業でした。私達の班が造る町
の特徴として、見た目の美しさ（主として整備された道路等）と町全体をドーム状にしてどんな天候にも対応
できる町というものでした。そして、道路や海・湖などを表現する方法として切り絵を採用し、他の班には無
い独自性を出そうと考え、意見がまとまったところで作業に移りました。人数が少ないこともあって全員必死
で作業した結果、三日目の発表の頃までには当初考えていた町までだいぶ近づけたのではないかと思います。
他の班の作品の説明を聞き、正直なところ私達の班が一番チープだったと思います。最終的には２人だけでの
作業でしたが、人間死ぬ気でやればここまで出来るのだということを身を以って経験できたことに大きな意味
があると思います。
今回研修を受け学んだ事は、国際ロータリーのテーマにもありますが、奉仕の心、他人を敬う心、そして協
力し合う心だと思います。この事を忘れずにいればこれからの苦難や困難を乗り切ることが出来ると信じてい
ます。そして、最高の仲間達にも出会えた事も大きな財産になると思います。
最後になりますが、今回このような場を与えてくれたロータリークラブの皆さん、そして面倒を見てくださ
った赤塚様、若井様にも本当に感謝しております。本当に有難うございました。

■鈴木達也さん
今回ライラ研修に参加させたいただき、普段の日常では経験する
ことの出来ない貴重な体験をさせていただき感謝しております。
中でも第一日目の、二日目の熱意あふれる講師の先生方の講演は
とても勉強になりました。特に酒井與喜夫氏の講演「冬を占う」は
昆虫や鳥、植物の気象予知能力などとても興味深く、本当に貴重な
お話を聞くことが出来て良かったと思います。さらに自分の生き方
や社会の中で自分はどう在るべきかについて見つめ直し、考える非
常に良いきっかけになったと思います。
二日目の屋外活動では小雨というあいにくの天候でしたが、緑豊
な津南町の自然に触れ、自然の素晴らしさや大切さを改めて実感す
ることができました。
また、各班に分かれての室内制作は、最初は「うまく形に出来る
のだろうか」という不安もありましたが、メンバー全員で協力し合って作業をし、完成した時の充実感、達成感、
努力して目標を達成させることの素晴らしさを学ぶことが出来ました。
ライラ研修に参加させていただき私自身を成長させてくださったロータリークラブの皆様、三日間面倒を見て
下さった赤塚様、若井様には心より感謝しております。有難うございました。

吉田ロータリークラブ創立２０周年記念式典
９月２５日（日）於：吉田町産業会館

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
Ｑ２ あなたの趣味は何ですか
Ｑ３ もし若くなれるなら何歳位になりたいですか
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
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
Ｑ７ その他お話したいことはありますか

Ａ：６０歳
Ａ：美術館めぐり
Ａ：３０歳
Ａ：同じ
Ａ：１年かけて世界一周
Ａ：４～５回行った１泊旅行
Ａ：なし

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】

