国際ロータリー会長：バリー・ラシン

「インスピレーションになろう」
第２５６０地区ガバナー：川瀬 康裕
「自らのストーリーを作りましょう」
会 長：高橋研一
「将来みんなのためになること
これからのロータリーのために
力を込めて課題にチャレンジしょう！」
幹 事：松山浩仁
ＳＡＡ：外山裕一

三条北ロータリークラブ週報
例会日２０１８．９．１１

累計№１５１５

当年№９

例会日：火曜日 １２：３０～１３：３０
例会場：三条ロイヤルホテル℡34-8111
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
FAX0256-35-7488
ＨＰ：http://www.sanjo-nrc.org

会長挨拶：高橋研一会長
本日の行事：「ＩＭ報告会」

みなさんこんにちは
第 8 回目の例会挨拶は 9 月 6
日(木)の中條耕二様のお別
れの会、同じ 9 月 6 日(木)
夜、増強委員長２名と打合
せ、８日（土）第４分区Ｉ
Ｍについてお話しします。
お別れ会は大変多くの方が

◆本日の出席：６３名中３２名
◆先々週の出席率：６３名中５２名 82.54％
（前年同期 81.54％）
◆８月の出席状況：
会員数６３名・例会数３回
平均出席率 79.36％
前年同月 81.93％

参列されました。
Ａ・Ｂ２名の増強委員長とこれから進めて行く活
動のアイデアと戦術の打合せを２時間位行ないま
した。
ＩＭのプログラムについては報告会の時にお話し
します。

◆先週のメークアップ（敬称略）
：
９月５日ガバナースタッフ会議
金子太一郎、佐藤義英、石川勝行
８日第四分区ＩＭ 高橋研一
松山浩仁、小林繁男、佐藤秀一
武田恒夫、中原尚彦、梨木篤史
梨本文也、福岡信行、吉田文彦
＊本日の配布書類等
・週報№1514

幹事報告：松山浩仁幹事
・バリーラシンＲＩ会長より
10 月 24 日(水)「世界ポリオデー」にあわせロータリーはイベントを開催します。
各ＲＣでの取り組みをお願いします。
・三条ローターアクトクラブより １０月第一例会のご案内
日時 10 月 11 日(木)19：30～21：00
会場 三条燕地域リサーチコア ４階
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ロータリー財団ボックス：１１日現在累計５１,０００円
羽賀
星野
石川
本田
渡辺

一真君
義男君
勝行君
芳久君
徹君

各地の災害被災者の方々にお見舞い申し上げます。
財団に協力して!!
ロータリー財団に協力して
ＢＯＸに協力致します。
協力します。

米山奨学ボックス：１１日現在累計１４５,０００円
大野

新吉君

羽賀
中原
米山
森

一真君
尚彦君
忠俊君
宏君

ＩＭ出席の会員様ご苦労様でした。出席しなかった私達、雨の中のゴルフを楽しん
だと言えば良いか？気の毒と言えば良いか？まぁ～どちらでも良いですが。
米山に協力して!!
各地の被災者の方々にお見舞い申し上げます。
ＢＯＸに協力します。
〃
９/９（日）下田城で午前中は雨が降らずに快調でしたが、午後から雨でボ
ロボロでした。

スマイルボックス：１１日現在累計１６０,０００円
松山

浩仁君

羽賀
石川
小林
早川

一真君
友意君
繁男君
瀧雄君

渋谷

義徳君

岡田
梨木

健君
篤史君

ＩＭに参加されたかた、お疲れ様でした。本日は梨木さん、梨本さん宜しくお願い
します。
各地の被災者の方々にお見舞い申し上げます。
ＩＭ出席の皆さんご苦労様でした。
先日のＩＭはお疲れ様でした。すごく楽しませて頂きました。
８日の会頭杯で初めてシルバーティーで打って同伴の大野さん、渋谷さんに
ニギリとられました。
ＩＭ報告される皆さん、お疲れ様でした。宜しくお願い致します。当日欠席
をし、心苦しく思っています。
９月のさわやかな風が吹いております。健康で秋を過ごしましょう！
今日はインターシティーミーテングの報告会、発表させて頂きます。

本日の行事：
「ＩＭ報告会」２０１８年９月８日(土)

ホストクラブ：分水ＲＣ

会場：寺泊文化センターはまなす

高橋研一会長
2018～2019 年度第４分区Ｉ
Ｍ（インターシティーミーテ
ング）の報告をします。
テーマは「良寛の慈愛の心に
ロータリーの誠心を学ぶ」で
す。
13：00 登録受付 13：30 開会点鐘、歓迎の言葉、
来賓、参加クラブ紹介、ガバナー講話、ＩＭ実
行委員長挨拶。
14：30 氏田公基氏による「良寛の慈愛の心」と
題して基調講演がありました。
2

懇親会場：住吉屋

続いて語り部樋口幸子様による「良寛の朗読」
がありました。
新保パストガバナーによる講評があり、次年度
（2019-2020 年度）ホストクラブとして見附Ｒ
Ｃ会長三本進一様より挨拶がありました。
久住ガバナー補佐の閉会点鐘後、会場を移して
懇親会がありました。
詳しい報告については前半は梨木篤史会員、後
半は梨本文也会員にお願いしてあります。
そして分水ＲＣへ提出するレポートは吉田文彦
会員にお願いしました。
よろしくお願いします。
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梨木篤史会員
入会して４年目ですが、
ＩＭと言う事がよく分か
らないで参加しました。
第四分区はもっといっぱ
いだろうと思っていたの
ですが、思ったより人数
が少ないと感じました。
川瀬ガバナーは欠席で、担当の新保パストガバ
ナーの挨拶でした。
今年度ＲＩのテーマ「インスピレーションにな
ろう」について話されました。
「ロータリーは、長年にわたって世界中の人た
ちが手を取り合って自分を超えた素晴らしい事
を生み出す事のできる場所であり続けて来まし
たが、さらに今日では地域社会で行動する力が
世界的な良い影響を生み出し、それが世界をも
変える力となるという、類いまれな不朽の価値
を提供するに至っています。
」
また、川瀬ガバナーは脳神経内科のお仕事をな
さっている事に関連して、認知予防のお話があ
りました。私も来年５０歳になりますが、何か
ちょっと忘れる事があったりすると年を取った
かなと思う事もあります。
７５歳以上で７人に１人は認知症という話があ
ったのですが、このあたりで眠気に襲われまし
たが、今日発表しなければ、と思い眠気と格闘
しながら聞いていました。
添田ＩＭ実行委員長の挨拶は「良寛の慈愛の心
にロータリーの誠心を学ぶ」のテーマの説明が
ありました。
基調講演は氏田公基氏による「良寛の慈愛の心」
でした。良寛さんは寂しい方だったのかと思っ
てしまいました。人里におりたときに人との触
れあい、困っている人には手を差し伸べると言
う事が楽しくなり、生き甲斐になったのかなと
思いました。
文永１１年良寛７１歳の時、11 月 11 日に三条
地震という大きい地震があり 1500 人が亡くな
ったそうですが、今ここに私が居ると言う事は
ご先祖様は生き延びて命を授かった事を考える
と、人に優しくし、自分も助けられながら、な
にか生きた証を残したいと思いました。言う事
は簡単ですが、なかなか難しい事だと思います。
語り部の樋口さんから良寛の朗読を聞きました。
樋口さんはアナウンサーをされ、地元というこ
とで郷土文化を伝える活動をされている方です。
私も地元三条を大切にして地元から市外、県外
と発信して行かなければと思いました。
北ＲＣは 10 名の参加でした。三条ＲＣが多かっ
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たのですが、川瀬ガバナーが欠席された分、三
条ＲＣが盛り上げなければと一致団結されて参
加されたそうです。

梨本文也会員
高橋会長から梨木さんに続
いて私は中盤から感想を述
べるように指示がありまし
た。
会長、梨木さんと重なる部分
があると思いますが基調講
演での「良寛さんの慈愛の心にロータリーの誠
心を学ぶ」は地元の氏田組の社長を退任後は国
上山のガイドも 10 年程務めている氏田様のお
話でした。
良寛に学ぶ県央地域振興プロジェクト実行委員
会から発行されている「良寛の清貧の生き方と
慈愛の心」という冊子に基づいて進められまし
た。
良寛さんに付いては私も小学校時代、人物像、
逸話を聞いていました。皆さんもご存じだと思
いますが筍の話、かくれんぼの話、全ての生き
物の命を大切にするという蚊帳の話などは聞い
た記憶がありますが、私の知らない話が沢山、
載っています。時間があったら再度読みたいと
思っております。
元アナウンサーの樋口さんの感情を込めた朗読
は皆さん聞き入って居られました。
良寛さんは謎の多い方だと思いました。出雲崎
で盗賊の処刑に立ち会ったことで出家した様で
す。17 歳で結婚し、半年で離婚、そのまま修業
の道に入ったなど、不思議というか、解らない
ところもある方だと感じました。
良寛さんをインターネットで調べてみました。
恋愛に対しての記事が非常に多く、俳人の良寛
さんはいい詩もいっぱい残されて居ます。中で
も人気のあるのが恋愛に関しての詩です。
誠に男女の仲は不思議である。全く女性に縁の
なかった 70 歳の良寛さんの元にいきなり 30 歳
の美しき女性（貞心尼）が表れる不思議。この
事を思うときに男女の縁に奥深さを見せられる
思いがする。本来恋愛という物はこうした形の
無いふわりとしたものでなかろうか。とありま
した。
禁欲を根本思想とする仏陀の教えも破ってしま
う自由な精神が詩に人気があるところかと思い
ます。70 歳から亡くなる 74 歳迄の僅か 4 年が
いかにロマンチックだったのかと感じて来まし
た。
バスで住吉屋へ移動して懇親会がありました。
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非常に豪華な料理でした。他の RC の方ともご挨
拶させて頂きました。三条北 RC のテーブルが一
番賑やかでコンパニオンに対する姿勢と目が良
寛さんにまさる慈（自）愛の心を感じました。
楽しく過ごさせて頂きました。
私は入会させて頂いて 1 年 2 ヶ月になりますが、
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例会はじめ、こういった会に出させて頂くなか
で北 RC に入会させて頂いて良かったと感じて
居ります。拙い話でしたが私の感想とさせて頂
きます。
ありがとうございました。
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