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会長挨拶：渋谷義徳会長  

皆さんこんにちは。月初めの忙し

い中を例会に出席いただきありが

とうございます。 

学校の夏休みが終わり、もう９月

になりました。今の時期は二十四

節気でいうところの「処暑」に当

ります。暑さもようやく峠を越えて、朝夕などは

肌寒さを感じるのは、私だけでしょうか。みなさ

んはいかがですか。 

さて、本日は IM報告会です。当日参加された皆

さんには大変お疲れさまでした。南クラブの野崎

会長からお礼の言葉をいただきましたことを報

告さてもらいます。例会行事の IM報告に４人の

報告者をお願いしてあります。いずれの報告者も

快く引き受けてもらい大変感謝しています。あり

がとうございます。よろしくお願いいたします。 

今日は、暑さも一段落したとろで、本日の食事は

そろそろ「麺類」が出るかも知れないと、やまを

はって、話の種に「香辛料」を選びました。今日

の食事は和洋折衷ですので当てが外れてしまい

ましたが、うどん・そば、味噌ラーメンなどの麺

類や、牛丼、豚汁などの薬味として使われること

の多い、七味唐辛子（しちみとうがらし）につい

て少しだけ話をさせてもらいます。 

七味唐辛子というのは上方風の名前であり、江戸、東京では七色唐辛子（なないろとうがらし）と

言われることがあります。ちなみに、ハウス食品では“SHITIMI TOUGARASHI”S&B製は“NANAMI 

TOUGARASHI”と表記しています。 

七味唐辛子は江戸時代の初期、寛永二年（1625年）からしや徳右衛門が江戸は両国薬研堀（現、東

日本橋）に店をかまえ、売り出したのが最初と言われました。元々は、漢方薬の調合がヒントにな

ったものといわれ、現在でも広く使われている唐辛子や山椒には健胃、陳皮（みかんの皮）には風

邪の予防等の薬用効果があることが知られています。こうして売り出された七味唐辛子は、江戸中

期のそばの出現により、そばの薬味として欠かせないものとして、次第に全国へ普及し、今日に至

っています。 

本日の行事：「ＩＭ報告会」 

◆本日の出席：６５名中４２名    

◆先々週の出席率：６５名中５３名 81.54％ 

          （前年同期 84.85％） 

 

◆先週のメークアップ（敬称略） 

 ８月３０日長岡東ＲＣ  

中條耕二、高橋研一 

３１日燕ＲＣ 中條耕二、高橋研一 

３１日加茂ＲＣ 岡田 健 

３１日三条東ＲＣ 岡田 健 

石川勝行、高橋彰雄 

石川友意、山崎 勲 

 ９月２日第４分区ＩＭ ３１名 

   ４日三条南ＲＣ 山崎 勲、中條耕二 

           梨木篤史、樋口 勤 

                     

＊本日の配布書類等 

 ・週報№1467  

 ・ロータリーの友９月号 

 ・ガバナー月信№３（９月）（閲覧用） 

　　  2017-2018年度 
　　国際ロータリー会長：イアンH.S.ライズリー「ロータリー：変化をもたらす」

　　第２５６０地区ガバナー：新保 清久「クラブと地区の変革をめざそう」

　　　　　　　　　－ＭakingＡＤifference in Ｃlub and Ｏur Ｄistrict－

三条北ロータリークラブテーマ
　　 　　　「ロータリーの魅力を再確認し、ともに変化をもたらそう」

　例会日：火曜日12：30～13：30

　例会場：三条ロイヤルホテル　℡34-8111

ＳＡＡ ：松山　浩仁 　事務局：三条市本町3-5-25三条ロイヤルホテル内

　ＴＥＬ：0256-35-7160　　FAX：0256-35-7488
ＨＰ：http://www.sanjo-nrc.org ＡＤ：north@sanjo-nrc.org

例会日　２０１７．９ ．５     　　　　　　累計№１４６８ 　　当年№９

会　長：渋谷　義徳　　　　　　　　
幹　事：石黒　隆夫　　　　　　　　　
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七味唐辛子の原料は全国共通ではありません。主原料の唐辛子に各種の副原料を加えることで、風

味をつけるとともに、辛味をほどよく抑えています。全国共通と言えるのは、唐辛子、山椒、ごま、

麻の実くらいで、その他けしの実や青のり、陳皮、しょうがの粉、なたね、しその実等が各地の料

理の特色や風土に合わせて配合されています。 

例えば京都では、味の淡白なうどんやそうめん等薄口の味付けに合うように辛味より香りに重きが

置かれ、唐辛子は控えめで、山椒、青のり、青じそ、黒ごま、白ごま等の香りで辛さが包みこまれ

ています。一方、関東では江戸っ子気質の流れを汲みピリッとした辛さが特徴とされています。 

このように七味唐辛子の原料構成は、地域によって多種多様であり、決まったものがありません。

皆様も縁日の屋台で七味唐辛子売りを見つけたら、自分好みの調合を頼んでみてはいかがですか。

清聴ありがとうございました。 

 

幹事報告：石黒隆夫幹事   

・三条ローターアクトクラブより ９月第２例会のご案内 

   日時 ９月２８日（木）19：30～ 会場 三条燕地域リサーチコア ４階 

   行事 卓話：渋谷義徳（三条北ＲＣ会長） 

  長久の家ボーリング大会のご案内 

   日時 10月 22日(日)13：30～  会場 三条サカイボウル 

・新保ガバナーより 地球環境保全の為の植樹事業（中越地区）のご案内 

          日時 10月 26日(木)13：00～ 

          場所 十日町全国植樹祭植樹地域隣接地 風の森石碑付近 

          ロータリー公共イメージ向上について 

理事会報告：第３回平成２９年９月５日（火）11：30～12：30於：三条ロイヤルホテル 

出席者：渋谷義徳、高橋研一、渕岡 茂、石黒隆夫、石川勝行、松山浩仁、金子太一郎 

斎藤 正、石川友意、岡田 健、花井知之、外山晴一、西村 護、外山裕一 

今井克義                 出席数１５/１５（内委任状２名） 

協議事項１.米山記念館１００円募金の件   承認 

       米山ＢＯＸより送金 

     2.尾木直樹氏講演会の件（経過報告） 承認 

      3.９/２６夜例会の件   承認 

       9月 26日(火)18：30開会点鐘 会場：魚長 詳細は委員会に一任 

      4.グローバル補助金プロジェクト参加協力依頼の件  承認 

       台湾に塗装訓練所を建設・タイの農村地域病院へ血液透析器を設置 

       ２件のプロジェクトに３００ドルづつ協力 

       例会でボックスに寄付を募り不足額を財団ＢＯＸより補填する 

 

委員会報告 会報委員会 

今月は「ロータリーの友月間」です。 

今日、配布しました友誌の５頁に委員の名前が載っていますが、来週２５６０地区

代表委員木村廉平様から来て頂き、お話しして頂きます。 

９月号の縦書き９頁に東京中央新ＲＣの紹介が載っています。女性４０人に対して

男性が９人という女性が圧倒的に多いＲＣです。創立のいきさつが紹介されていま

す。読んでみて下さい。 

 

社会奉仕委員会より 尾木直樹講演会のポスター、パンフレット受付に置いてあります。掲示し

て頂ける方はよろしくお願いします。 

＊＊＊＊＊ロータリー財団ボックス５日現在累計１２０,０００円＊＊＊＊＊ 
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大野 新吉君 財団に協力です。朝夕めっきり私の季節となりました。北朝鮮の心配がなけ

れば良いのですが？ 

石川 一昭君 ＢＯＸに協力 

＊＊＊＊＊米山奨学ボックス５日現在累計２１７,０００円＊＊＊＊＊＊＊ 

米山 忠俊君 ボックスに協力 

田口実仁佳君   〃 

高橋 彰雄君   〃 

西村  護君   〃 

渕岡  茂君 ＩＭで楽しいひとときを過ごす事ができました。４番テーブルの皆さんあり

がとうございます。 

＊＊＊＊＊ニコニコボックス５日現在累計２０８,０００円＊＊＊＊＊＊＊ 

柄沢 憲司君 久々の出席で協力 

外山 晴一君 日馬富士、照ノ富士の故郷モンゴルに行って来ました。モンゴルは良かったです。 

渋谷 義徳君 ＩＭ参加の皆さん、大変お疲れさまでした。報告者の皆さん、よろしくお願いしま

す。 

石黒 隆夫君 ＩＭ、大変お疲れ様でした。発表者の方は快くお受け頂き感謝申し上げます。 

星野 義男君 羽賀一真さんのテーブルでご一緒なので協力。 

森   宏君 今年は佐渡トライアスロンに行けずさびしかったですがＩＭは大変勉強になりまし

た。 

本間建雄美君 (株)ハイン様 秋晴れの青い空に真っ白な新社屋完成お

めでとうございます。 

羽賀 一真君 新社屋も完成し、只今移転作業の真っ最中です。次の日

曜日に三条新聞に広告掲載し、翌日の月曜日から正式に

新社屋にて業務開始の予定です。来週はそれぞれのＢＯ

Ｘに大口寄付をさせて頂きたいと思いますので今日は一

口とさせて頂きます。 

 

＊８月のコメント賞は森  宏会員です。 

本日の行事：「ＩＭ報告会」 ＩＮＴＥＲＣＩＴＹ ＭＥＥＴＩＮＧ 

第 4 分区ＩＭ 9 月 2 日(土) 会場：ジオワールドＶＩＰ 

北ＲＣ参加者名（敬称略）：石川一昭・石川友意・石黒隆夫・今井克義・大野新吉・岡田大介 

       落合益夫・小林繁男・斎藤 正・佐藤啓策・笹原壯玄・佐藤弘志・佐藤義英 

       渋谷義徳・高橋研一・外山晴一・外山裕一・中條耕二・梨木篤史・梨本文也 

西村 護・馬場直次郎・坂内康男・渕岡 茂・星野義男・本間建雄美・松山浩仁 

森  宏・山崎 勲・山中 正・吉田 文彦  ３１名 

 

小林繁男出席委員長 

歓迎の言葉そして来賓の挨拶

が有り参加クラブの紹介と主

催挨拶がなされました。講師

の紹介 I･M 趣旨の説明が行わ

れパストガバナー鈴木重壱様

の基調講演が引き続き行われました。 

その後パネルデスカッションと続いてそれぞれ

のクラブを代表して６名のパネラーからそれぞ

れの意見発表がなされ、鈴木パストガバナーの

講評がありました 

懇親会は互いのクラブの親睦を深めた素晴らし

い I･M であったと思います。（詳細別記） 

岡田大介Ｒ財団副委員長 

小林委員長から大変細かく

説明があったので私から申

し上げることは一つも無い

のですが、あえて補足させて

頂きます。 

残念だったのは当クラブの義務出席３４名だっ
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たのですが、全員出席では無かった事。この地

区では北ＲＣは栄えあるクラブですので、義務

出席人数は出席して頂きたかったと思います。 

パネルデスカッションでは当クラブ松山浩仁会

員が登壇され、堂々たる素晴らしい論陣を張っ

て沢山述べて頂いたので当クラブの名誉も回復

したと思います。新会員というにはちょっと薹

が立っていた様に思いますが・・・。 

鈴木重壱パストガバナーの基調講演は素晴らし

い物でした。「ドイツで感じた世界的激変の兆候

からロータリーを考える」（詳細は別記） 

歓迎会での話題だったそうですが、私たちは歓

迎会でこんな話をする事はあります？ガバナー

になる人は違うと思いました。ただ内容に関し

て意見は分かれると思います。 

私はこの講演を聴いてからずっと考え、未だに

結論が出ないのですが「果たして日本は平和な

のか？」「軍隊を持っているのか？」「あれは軍

隊なのか、軍隊で無いのか」「軍拡をすれば平和

が確実に守れるのか」「核の問題はどのように解

決したらいいのか」一緒に考えていこうではあ

りませんか。 

 

梨本文也新会員 

7 月 4 日に入会させていただ

いた 梨本文也です。 

初めて参加させていただきま

した。 

印象に残ったところは、数多

くありましたがやはり松山

SAA もパネリストとしてご登壇されました「新

会員の声を聞く」と題したパネルディスカッシ

ョンでした。 

パネリストの方々は新会員とはいえ、入会２～

４年、自分と比べても大先輩の方々ですが自分

と照らし合わせて拝見させていただきました。 

各パネリストの方々への質問も自分自身ならば

どう答えるかを考えて拝見しました。 

入会のきっかけの質問について、ほとんどのパ

ネリストの皆様は、お取引先や先輩からのお誘

いが多かったですが、おひとり、私と同じ経営

者ではない立場の方がいられました。 

私も会社の会長がロータリークラブに対してご

理解のある方ですので、会費負担等の心配をす

ることなく、こうしてハイクラスの皆様とお知

り合いになれることは非常にありがたく思って

おりますし会長はじめ、やさしくしてくださる

会員の皆様には非常に感謝しております。 

私が経営者であったならば年会費を払って入会

するかと自問自答しましたが、会費で毎年結構

いいゴルフクラブ アイアンセットが買えるな、

とか海外旅行もいけたりするな～～ なんて意

地汚いことしか思いつかず自分の器の小ささに

嫌気がさしました。 

当日、吉田さんがお隣の席でしたので会費のお

話をしましたが、吉田さんは組織からではなく、

個人負担でのご入会とお聞きしし私とは違う、

男の大きさを感じました。 

入会まえのロータリークラブについての感想な

どは私も皆さんと同じように、お金持ちの集ま

りとの印象が大きかったです。 

入会後はこうして例会に参加させていただきま

すと、皆さんが楽しそうに笑顔で会話されてい

るのを拝見するといいクラブなんだな～と、つ

くづく感じております。 

会員にならなければ皆様のようにハイクラスの

方々とお近づきになれません。 

私と同年代の会員が増えればもっと楽しくなる

のかな～との思いはありますがこの入会を機に 

大先輩の皆様からご指導頂き、立派でなくても、

いい男になれたらいいなと感じた次第です。 

ロータリーソングもうる覚えですし、ロータリ

ー入門書も完読しておりませんが、少しずつ学

習し、ロータリーの活動に積極的に参加させて

頂く所存です。 

松山浩仁ＳＡＡ 

パネリストの松山です。 

2・3 ヶ月前に石黒幹事から

ＩＭの時にパネリストにと

の依頼を受けました。私は人

前で話すのは好きでは無い

ので、お断りしたかったのですが、渋谷会長の

推薦だと聞き、やむなく引き受けました。８月

に原稿提出を求められました。 

プログラムには７名となっていましたが、６名

のパネリストでした。大体入会３～４年で同じ

位だなと思っていましたが登壇して顔を見まし

たら私が１番年上で他の方は４０代くらいだと

思いました。先ほど、岡田さんが言われました

が「６０前の男がフレッシュな顔して座って」

と冷やかされました。 

当日の参加者は三条の車麩のお土産を頂いたの

ですが、私たちパネリストはそのほかに非常に

素敵なプレゼントを頂きました。家に帰って開

けてみたら本当に素敵なプレゼントでした。
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基調講演資料（抜粋）  第２５６０地区パストガバナー 鈴木 重壱 様 

 国際ロータリー第 2560地区 第四分区ＩＭによせて 

ロータリーの明日を考える  

１、ドイツで感じた世界的激変の兆候から ロータリーを考える 

２、規定審議会で感じたこと 

３、ロータリーの明日を担おう 

はじめに・・・ドイツ夜話より  

滞在中にイギリスでテロ発生・知人達が開いてくれた歓迎会の話題から 

☆ＥＵから見た日本 

・自然と一体化した文化国家…神道、茶道、華道、柔道、剣道 etc 

・勤勉、礼節を重んじた生き様・・・日本文化に崇高さを感じる。 

しかし、これほどの国が、この世界的危機に、何故リーダーシップが取れないのか？？？ 

☆何時から日本は変貌したのか 

・国家感、危機感の希薄さ・政治への無関心さ 

原爆を落とされても、なお、平和維持に対する危機感が無いクニ？ 

国会では依然として井戸端会議的な話題に時間を浪費している？ 

・軍隊が無くて国は守れるのか？ 国連軍などあてにしてはいけない。 

国民を見れば平和ボケという意味がわかる  ・・・など 

２、規定審議会で感じたこと  

これまでと大きく変わった激変を予想させるに十分な 異様なムードの中で進行 
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「時代に追いつき、時代に適合して、将来の準備をする」ために 2016 年度の規定審議会で、クラブ

運営に大幅な柔軟性を認める一方、ロータリーの本質を忘れてはならないということからロータリ

ーの目的、中核的価値観の「親睦、高潔性、多様性、奉仕、リーダーシップ」は変更されなかった。 

キーワードはロータリーの「柔軟性」 

①  例会、会員身分の大幅改正 ② 例会システムの柔軟な対処法 

ＲＩが決断に至った背景 

① グローバル社会で活躍するリーダーの現実的環境からの判断。 

② インターネット・ＡＩを駆使して動く社会環境の中では、従来システムでは対応不可。 

③ 有能なる会員の獲得手段、危険を伴う紛争地域でのロータリー活動への対処法、としての会員身

分の変更 

 

※いづれをとっても、日本国内の価値観ではなかった 

予測・・・世界の経済基盤の激変やテロなど国際的変化を見れば、ＥＵとイギリスやトランプに代

表されるナショナリズムなどに見られる、白人中心の世界の仕組みがＡＩという、人類でない存在

が介入することで変容する。 

ロータリーもＲＩ一極集中の時代から変わらざるを得ないであろう。 

いかなる事態にも備えるためには、このような現状を正確に理解し、日々の各クラブの活動をスキ

ルアップする事だ。 

ひとりごと 

☆ＥＵ離脱の揺り戻し現象、トランプ政権の「死に体」化、目前か？ 

☆中華思想の覇権主義と世界進出（一帯一路政策） 

☆世界の趨勢をどう読み取るか…ロータリーにも多大な影響があって当然 

ロータリーの明日を担おう！ 新会員の声を聞き、如何に応えるか！ 

約 35,000 クラブ、120 万人の会員を擁する世界有数の奉仕団体となった国際ロータリー・・・ 

今、ロータリーに何が必要か？ 

不易流行（松尾芭蕉の俳諧理念・哲学） 

「不易」…永遠に変わらない、伝統や芸術の精神。 

「流行」…新しみを求め、時代とともに 変化するもの。 

相反するようにみえる流行と不易も同根である。 

形にとらわれず、本質を守り、新たな時代を切り開こう！ 

ロータリーの旗を掲げよ！ 規範は四つのテスト 

新会員の要望の中にもヒントあり！（長岡クラブの例） 

偏らない心、捉われない心、こだわらない心、般若心経空の心也 

 

 

 

 

 

 

 

誕 生 日             結婚記念日 

会  員     ご夫人   

石川 一昭 １０  石丸 咲子   １    渕岡  茂・文   １１ 

森   宏 １８  渡辺 育代  １０   神田 敬宏・トモ子 １５ 

田中耕太郎 ２０  岡田美代子  １３   齋藤孝之輔・真由美 １７ 

浅間 一洋・陽子  ２３ 

訂正（前号で掲載の中に漏れがありましたので改めて掲載します） 

９ 月のお祝い 


