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会長挨拶：渋谷義徳会長  

１０月は火曜日が５回あるので、

例会開催は４回になります。その

ため、１０月１７日を休会にしま

したので、２週間ぶりの開催にな

ります。うっかりすると忘れがち

なところを出席いただきありがと

うございます。 

先週はなんといっても衆議院議員総選挙の話題

でもちきりでした。結果は皆さんご存知の通りで

ございます。ロータリークラブの会長挨拶に政治

の話題をどの程度触れてよいものかわかりませ

んが、新潟四区においては、衆議院議員が一人減

ったことになり、寂しさを感じています。自民・

公明の両党で衆議院議員の３分の２以上の議席

を確保したことで、今後の政策決定と国会運営が

どのように進められるのか関心をもって見定め

たいと思っています。 

さて、本日の例会行事はライラ研修報告会です。

報告者として、シンワ測定（株）武藤さん、高祖

さん三条印刷（株）齋藤さんの三人の方にお出で

いただいております。高祖さん、武藤さん、齋藤

さんよろしくお願い致します。 

会長就任以来３ヶ月が過ぎ、毎回の会長挨拶に少

しはロータリーに関わる題材がないかと考えな

がら、ロータリーの友をめくっていたら興味深い

ページを見つけました。それは、パズル deロー

タリーというコンテンツで、毎月シリーズで掲載

されています。クロスワード形式に近いものです

が、マス目に入る文字や数字を選択して、二重枠

に入った文字や数字を順番に並べて出来る文字

や数字を答えるパズルです。正解者の中から１０

人に商品として、針なしステープラーのプレゼン

トがあります。毎回の応募者数は２００人程度で、 

本日の行事：「ライラ研修報告会」 

◆本日の出席：６５名中３５名    

◆先々週の出席率：６５名中５１名 78.46％ 

          （前年同期 83.33％） 

 

◆本日のゲスト：ライラ研修生 

シンワ測定(株) 武藤隼人様 

        高祖和久様 

三条印刷(株)  齋藤 旭様 

◆先週のメークアップ（敬称略） 

 １０月１１日川瀬年度スタッフ会議 

        金子太一郎、佐藤義英 

１４・１５日ライラ研修（胎内） 

渋谷義徳、佐藤弘志        

    １４日補助金オリエンテーション 

              西村 護 

    １９日燕ＲＣ 石川友意、中條耕二 

           加藤 實、大野新吉 

◆記帳受付（10/17）：敬称略 

 三 条ＲＣ 渡辺勝利、五十嵐晋三 

     菊池 渉、五十嵐昭一、阿部吉弘 

     小林卓哉、相場弘介、木村文夫 

     熊倉昌平、加藤紋次郎、齋藤弘文 

     伊藤寛一、小林敏信 

 三条南ＲＣ 坪井正康、野島廣一郎 

     坂本洋司、永井篤利、広岡豊樹 

吉沢栄一、船久保孝志 

 三条東ＲＣ 小林昭雄 

 

＊本日の配布書類等 

 ・週報№1473  

  

　　  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　２０１７．１０ ．２４     　　　　　　累計№１４７４ 　　当年№１５

会　長：渋谷　義徳　　　　　　　　
幹　事：石黒　隆夫　　　　　　　　　
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ほとんどの方が正解で当選の確立は２０分の１と割合が高い方ですので、応募してみる価値がある

と思っています。パズルの答えと当選者の発表は、３ヵ月後のロータリーの友誌上で発表されます。

答えに関連したロータリークラブあるいはロータリアンにかかわるコメントがついています。初め

て知るような興味のある内容もあります。ちなみに１０月号には、７月号の答えとして、「アポロケ

イカク」と発表されています。コメントには、アポロ計画は、アメリカ航空宇宙局（NASA）による、

人類初の月への有人飛行計画です。この計画に沿って、１９６９年７月、アポロ１１号の機長とし

て人類で初めて月面に降り立った宇宙飛行士、ニール・アームストロング氏（１９３０～２０１２）

は、実はロータリアン。アメリカ、オハイオ州、ワパコネタ RCの会員でした。ロータリーの新しい

年度から既に３ヶ月、皆さんはどのような第一歩を踏み出されたのでしょうか。新たな挑戦を、ぜ

ひ「友」誌にお伝えくださいとありました。パズル deロータリーのコンテンツに興味を持ち、バッ

クナンバーに目を通して、脳トレを試みてみようと思います。そこで初耳の話の種がありましたら、

今後の会長挨拶で紹介してみようと思っています。 

 

幹事報告：石黒隆夫幹事   

・新保ガバナー、青少年奉仕委員長より 

 ライラ研修参加のお礼、修了証書送付について 

・三条市特別支援教育研究協議会より ウィンターフェステバルのご案内 

       日時 平成２９年１２月６日（水）9：30～11：30 

             会場 三条市総合福祉センター 

・三条市青少年育成市民会議より 私のメッセージ三条市小学生大会の後援のお願い 

       日時 平成２９年 11月 11日(土)9：30～正午  会場 中央公民館大ホール 

・三条ローターアクトクラブより 11月例会のご案内 

       日時 第一例会 平成 29年 11月 2日（木）19：30～ 

          第二例会      11月 16日(木)  〃 

       会場（どちらも）リサーチコア 4Ｆ 

・三条市共同募金委員会より 街頭募金協力のお礼 

 

＊＊＊＊＊ロータリー財団ボックス２４日現在累計１７２,０００円＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊米山奨学ボックス２４日現在累計３００,０００円＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

米山 忠俊君 ２０１２～２０１４年に当クラブがスポンサーをした米山奨学生のファム君の結婚

式に家内と出席してきました。大変盛大でした。三条北ＲＣからのお祝のメッセー

ジを代読し二人にお渡ししました。渋谷会長、会員の皆様に大変感謝しますと伝え

て下さいとの事でした。 

落合 益夫君 米山奨学ＢＯＸに協力 

本田 芳久君    〃 

星野 義男君    〃 

坂内 康男君 いつも米山に協力ありがとうございます。 

＊＊＊＊＊ニコニコボックス２４日現在累計３４３,０００円＊＊＊＊＊＊＊ 

渋谷 義徳君 シンワ測定(株)高祖さん、武藤さん、三条印刷(株)齋藤さん、本日の報告会ありが

とうございます。 

石黒 隆夫君 ライラ研修生の皆様、大変お疲れ様でした。本日は宜しくお願い致します。 

佐藤 弘志君 ライラ報告の高祖さん、武藤さん、齋藤さん御苦労様です。よろしくお願いします。 

森   宏君 日曜日、台風直前に雨の中ゴルフ、またボロボロでした。 

馬場直次郎君 台風一過、秋晴れの天気になりました。何事も無くてニコニコです。 

渡辺  徹君 ライラ研修で社員二人がお世話になりました。ありがとうございました。 

佐藤 秀一君 ライラ研修ご苦労様でした。 
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佐藤 義英君 ＢＯＸに協力!! 

下村 啓治君    〃 

丸山  勝君    〃 

西村  護君    〃 

羽賀 一真君 私事ですが９月に受験した資格試験の電験３種に合格しました。１２月に第１種電

気工事士の技能試験を受けるのですが私は不器用（ぶきっちょ）なんで、よほど頑

張らないと受かる気がしません・・・・。 

 

本日の行事：「ライラ研修報告会」 ＲＩ第２５６０地区第１７回ライラ研修  

2017年 10月 14日・15日 会場：ロイヤル胎内パークホテル 

研修テーマ「より気持ちの良いまちづくりを求めて！」 

佐藤弘志ライラ委員長 

３人の研修生と渋谷会長と参加

してきました。 

県内ＲＣより７６名の研修生が

参加しました。 

講師の安藤頌太郎氏は７６歳の方ですが、４～

５時間、話されて、研修生はパイプイスに扇型

に座らされ、順番に質問をあびせられていまし

た。私たちも側で聞いていましたが非常に窮屈

な研修だと思いました。後程、正直な気持ちを

発表して頂きたいと思います。研修生の皆さん

本当にご苦労様でした。宜しくお願いします。 

シンワ測定株式会社 武藤 隼人様  

先日はライラ研修に参加させ

ていただきありがとうござい

ました。まず初めに、簡単では

ありますが自己紹介させて下

さい。生まれは三条で、現在は

西蒲区（旧巻町）に住んでいま

す。県央工業卒業後（私たち年

代が第一期生になります）、今の会社に入社し今

年で 12年目になります。部署は製造部で金属製

スケールの製造を担当しております。 

今回の講師であり、評論家の安藤頌太郎先生か

ら、９月初旬に、研修にあたっての事前アンケ

ートの記入依頼がありました。設問は、①貴方

の住んでいるまちでこれは問題だと思われる事、

不安な事②その問題点を理想的に解決するとし

たら、それはどんな形のものか③その解決に参

加するとして貴方は何ができますか、とうい内

容でした。今回の研修は数多くの異業種の方と

の交流が図れると事前にお聞きしていましたの

で、正直な所、研修はさておき、交流をメイン

に考えていました。1 日目の午前は研修につい

てのオリエンテーション、午後から「より、気

持ちのよいまちづくりを求めて！」地域社会の

リーダーとなる為には、何を考え学ぶべきか？

をテーマに、先生と研修生が一対一で対話する

物でした。テーマである、気持ちのよいまちづ

くりを求めて、報告冒頭に説明させて頂いた、

アンケートの設問に沿って、今住んでいる町の

問題点・不安な事、その問題点について解決策

は何か、自分が何をすべきかといった流れで進

んでいきましたが、話を聞いていると、PDCAサ

イクルに似ていると感じました。そんな中、研

修生一人ひとりが先生と一対一で対話していき

ました。1日目はここで終了しましたが、1日目

の中で先生から感じたとった事は、「真剣に話し

合う」、「悪い状態はいい事と捉えて、逆の発想

を持つ」事でしょうか。真剣に話し合えば相手

の本気度が解りますし、さらにはコミュニケー

ションも向上出来ると思います。逆の発想は、

今までがどうとか考えず、新しい発想を持って

考えていければ、職場に限らず、どの場面にお

いても良い方向へ前進していくと感じました。

その後は、朝から待ちに待った親睦会に参加さ

せて頂きました。長時間の研修とあって、私を

含め、皆さん生き返ったかのように、お酒を飲

んでいました。二日目に入り、自分の決意（行

動に移す事）を一人ひとり挙手し、安藤先生と

対話しました。最後に先生から「考える、発言

する事は誰にでも出来るが、そこで終わりにせ

ず、是非自分から行動に移してほしい！」と全

員に呼びかけていました。会社において、今ま

で「考える」「発言」するだけで終わらせていた

事が多々ありましたので、私自身大きく響く言

葉でしたし、研修を通して、「真剣に話し合う」、

「逆の発想を持つ」、「行動する事が大事」を教

えて頂いた気がします。 

冒頭でもお話した、異業種の方との交流につい

ては、年齢が 19歳なのに落ち着いてすぐ馴染め

る人、大学生の人でボランティア活動を熱心に
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取り組んでいる人、見た目は強面に見えるのに

実際話すと優しい人、証券会社で新潟に転勤で

来ている人、行員の方、板金の方等々、年齢や

性別問わず様々な方々と交流することが出来、

とても有意義に過ごせました。交流の面で言え

ば、目標達成したかと思います。ただ、交流し

た人たちの中に私と同じ歳（30歳）がいなかっ

た事についてはちょっとショックでしたが、今

後もこのような研修があれば是非参加させて頂

きたいと思いました。 

余談になりますが、2日目の決意表明で、「今住

んでいる町にどうやったら人が集まるか考え、

行動する」といった内容でした。私は「おいし

いお店を口コミで PRし、頻繁に集まる町を目指

す」と表明しましたので、この場をお借りして

PRさせて下さい。巻のラーメン屋で店の名前は

「こたん」です。休日になると県外から多くの

方が足を運んできます。味は「味噌」ですが、

ただの味噌ラーメンを頼むと具がありませんの

で、注意して下さい。私はいつも野菜味噌チャ

ーシューを頼みます。「こたん」の本当の「味噌」

を食べたい方は、ただの味噌ラーメンを頼むと

いいかと思いますので、是非足を運んで頂けれ

ばと思います。ただ、お店が商店街通りにある

のですが、一方通行が多いため（よく逆走する

方がいます）、お越しの際は気を付けて来てくだ

さい。詳しい情報は webで検索お願い致します。 

最後になりますが、今回の研修参加を打診して

頂いた社長ならびに皆様には、この場をお借り

して感謝を申し上げたいと思います。本当にあ

りがとうございました。 

以上で終わります。ご清聴いただきありがとう

ございました。 

シンワ測定株式会社 高祖 和久様 

シンワ測定の高祖和久と申し

ます。先日は、三条北ロータリ

ークラブの研修生として、第 17

回ライラ研修に参加させてい

ただきました。ありがとうござ

いました。職場では、開発部 製

品開発２係に所属しており、

「はかるもの」を中心とした、さまざまな製品

の設計・開発に携わっています。 

第 17 回のライラ研修では、「より、気持ちのよ

いまちづくりを求めて！」という研修テーマを

元に、講師の安藤頌太郎先生から、地域社会の

リーダーとなるためには、何を考え、何を学ぶ

べきかということを、研修を通じて学びました。

研修自体は私自身経験したことのない独特なや

り方で、研修のための資料はほぼなく、参加者

は机がなく椅子のみで、クループディスカッシ

ョンもありませんでした。そして何より、安藤

先生がなかなか強烈な方で、冒頭のオリエンテ

ーションでは、「まず、皆さんから日ごろ感じて

いる不満を上げてもらいます。そして、それを

私が罵倒するので、それに対して言い返してく

ださい」という説明があり、一体どんな研修に

なるのだろうと、正直不安な面もありました。

研修は大きく分けて 3 部構成となっており、①

日ごろ感じている不満・問題点を述べる、②そ

の不満や問題点に対して、どうすれば解決でき

るかを述べる、③その不満や問題点に対して、

自分がどうしていきたいかを述べるといった内

容であり、全参加者の 76名が一人ずつ全員の前

で意見を述べ、安藤先生と 1 対 1 で対話をする

といった方法でした。 

最初は何を目的にこんなことをしているのかと

いうことが疑問でしたが、時間が経つにつれ、

私の中で目的が見えてきた実感があり、研修最

後に先生から明確なアンサーがあったわけでは

ありませんが、全体の研修を通じて私が学んだ

こと、感じたことを報告させていただこうと思

います。 

まず 1つ目は、3つの「考える」です。先ほど、

構成の話をさせていただきましたが、「問題点が

なんなのかを『考える』」、「その問題点を解決す

るために、どうすればいいかを『考える』」、「問

題を解決するために、自分がどうするのか（何

ができるのか）を『考える』」ということが重要

であると感じました。参加者の中には、不満に

感じていることはないという方もいましたが、

「問題を問題と思わないことが問題だ」と指摘

があり、常に客観的な観点で物事を観察しない

と新しい考えは生まれないなと感じました。 

2つ目に、「まずは自分が行動する」ということ

です。誰かがやるだろうという考えでは、今ま

でみんながこうしてきたから・・・というよう

な意見しか生まれず、奇抜なアイデア、活気的

なアイデアは生まれないというものでした。 

新しいものを生み出すためには、時には過去に

とらわれず、自分が感じたこと、考えたことを

取り入れていくスタイルが重要だと考えました。 

最後に、「現実は『変えるもの』ではなく、現実

を受け止めたうえで、自分がどうありたいか、

どうしたいかしっかり目標を持つ」ということ

です。いまどういった問題に直面しているのか

ということをしっかり分析し、自分がどう動い

ていくかということを意識していきたいと思い

ます。 
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今回の研修を通じて、私の中ではこの 3 つの気

づきを与えてもらい、非常に有意義な研修だっ

たと思います。まずは会社に戻り、製品開発の

仕事を進めていく上で、ユーザーにとって何が

問題なのかを「考え」、それを解決するにはどう

したらいいかを「考え」、どういったものを開発

し提供できるのかということを「考える」こと

を意識したいと思います。またそのためには、

昔はこうだったという固定観念を壊し、自分は

こうしたいという考えをしっかりアピールして

いきたいと思います。 

余談になりますが、ライラ研修が 30歳以下限定

の研修ということもあり、同年代の方と交流を

深める良い研修でした。特に、初日の研修終了

後の交流会（個人的に、夜の研修と呼ばせてい

ただいていますが、）では、さまざまな異業種の

方と親睦を深めることができたと思います。 

同じような機会があれば、今後も積極的に研修

に参加したいと思います。 

以上で、発表を終わります。ご静聴いただき、

ありがとうございました。 

三条印刷株式会社 齋藤 旭様 

本日はこのような場を設けて

頂きありがとうございます。私

は出身が新潟市の旧巻町です。 

巻高校卒業後、大学四年間は横

浜で楽しい学生生活を過ごし

ました。三条印刷に入社して５

年目です。 

出身が巻町ということもあり、西蒲地区のお客

様を多く担当させて頂いております。 

社長から「思ったことを話せばいい」と言われ

ていましたので素直に感想を述べさせて頂きま

す。 

「より、気持ちの良いまちづくりを求めて！」

というテーマで研修が行なわれました。 

いままで自分の住んでいる街について深く考え

たことはあまりなく、山も海もあり、美味しい

食べ物があって特に大きな不満もなく日々過ご

していました。 

新潟県には原発という大きな問題があります、

特に私が住む巻は過去に原発という問題で町を

二分する大きな出来事がありました。 

当時、私は小学生でしたので事の大きさは分か

らずにいました。 

ただ、この町は原発にノーという答えをだした

ということだけだと思っていました。 

ただ原発が全て悪い事だとは思いませんが、身

近にあるのはやはり恐いなと思います。 

身近な問題なのに何も知らない自分が恥ずかし

くなったし、いま大きな不満もなく生きている

事が昔の人達の選択のおかげで生活できている

と感じることができました。 

自分のちょっとした選択が今の自分だけでなく

未来の住民にも影響が出ると思うと先日の衆議

院選挙もありましたが大事なことでしっかり責

任を持って選択していかなくてはならないと思

いました。 

そして研修を通してこの町の歴史をもっと詳し

く知り、町の歴史を子供達に伝えていくことこ

そが私のできるこの町にできる事だと思いまし

た。５月に子供が生まれましたが、巻町のこと

を伝えたいと思います。 

人間には家庭、会社、そして町にそれぞれ役割

があると思います。自分の住む町を知らない人

間がその町を好きになる事は不可能だと思いま

す。もっといろいろの角度から幅広い視野を持

って自分の生活をみていきたいと思います。 

今回の研修は正直なところ社長からどうしても

参加してくれと半ば強制のような形で参加しま

したが、同年代の人達の貴重な意見を聞くこと

ができ、交友を深めることもできました。 

このような機会を設けていただき本当にありが

とうございました。 

また次回参加できる機会があれば参加したいと

思い、後輩にも勧めたいと思います。 

ありがとうございました。 

総評：渋谷会長 

研修生とは別に、実行委員会の配慮で、ロータ

リアンは平安時代に建立された乙宝寺を見学し

てきました。これは２時間弱でしたので、研修

の様子は見学できました。研修は厳しく気の毒

だなと思って見ていました。 

懇親会で感想を述べられましたが、開口一番「最

初のオリエンテーションでイラッとした。」講師

の発言がかなり挑戦的な発言だったようです。 

懇親会では、その場で何かを転がして出た番号

の人が乾杯の音頭をという事でしたが、運がい

いのか、悪いのか齋藤君に当たってしまいまし

た。どうするかなと思っていましたが、ごく短

い言葉でしたが、堂々としてくれたので、北Ｒ

Ｃの研修生としての面目を立派に果たしてくれ

ました。 

もう一つ、懇親会の締めで五つ締めというのが

あり、こういうのもあるのかと思い、今度北Ｒ

Ｃの懇親会でも使ってみたいと思って帰って来

ました。
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米山奨学生ファム,フーンヴァン君結婚式 
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日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４
三条ＲＣ
地区大会出席と
振り替え（休会）

三条東ＲＣ
地区大会報告会
燕ＲＣ
公式訪問事前訪問

加茂ＲＣ
Ｒ財団月間

文化の日

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１
三条南ＲＣ
「移動例会」
職場例会
(株)野崎忠五郎
商店

三条北ＲＣ
「尾木直樹講演
会と振り替え」

三条ＲＣ
「地区大会報告」
三条北ＲＣ
尾木直樹氏講
演会

三条東ＲＣ
外部卓話
燕ＲＣ
地区大会報告
加茂ＲＣ
ガバナー公式訪問

吉田ＲＣ
地区大会参加
報告

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８
三条南ＲＣ
卓話
(有)チャイナネッ
トワーク
代表取締役
梅田純子様

三条北ＲＣ
「講演会反省慰
労会」18：30～
於：北野水産

三条ＲＣ
卓話
「３０年前ガバ
ナー選出の頃」
熊倉昌平会員

三条東ＲＣ
会員卓話

燕ＲＣ
ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問
加茂ＲＣ
会員卓話

吉田ＲＣ
新保ガバナー
公式訪問

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５
三条南ＲＣ
卓話
三条税務署
署長
廣瀬　隆 様

三条北ＲＣ
卓話「新卒採用を
巡る市況・採用のヒ
ント」　株)広報しえ
ん営業部長
山田一公様

三条ＲＣ
卓話
落合孝夫会員

勤労感謝の日 休会

２６ ２７ ２８ ２９ ３０
三条南ＲＣ
クラブ休会

三条北ＲＣ
「Ｒ財団月間」
「財団よもやま話」

第2560地区
Ｒ財団委員長
佐々木昌敏様

三条ＲＣ
「ロータリー財団
月間」
若槻八十彦委員
長

三条東ＲＣ
会員卓話

燕ＲＣ
会員卓話
加茂ＲＣ
夜例会

　１日（水）三条ＲＣ （三条信用金庫本店）
　６日（月）三条南ＲＣ （三条信用金庫本店）
　７日（火）三条北ＲＣ （三条ロイヤルホテル）
１４日（火）三条北ＲＣ （三条ロイヤルホテル）

（記帳受付） １６日（木）燕ＲＣ （燕三条ワシントンホテル）
１７日（金）吉田ＲＣ （燕市吉田産業会館）
２７日（月）三条南ＲＣ （三条信用金庫本店）
３０日（木）加茂ＲＣ （加茂市産業センター）

★上記以外ＲＣ　火曜日　分水・田上あじさい　木曜日　見附・巻

１１月の行事予定（第4分区内ＲＣ）


