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三条北ロータリークラブ週報 
 

会長挨拶：高橋研一会長 

みなさん こんにちは。 

本日第 12 回目の挨拶は激論クロ

スファイアの中の一部少子高齢

化と消費税 8％から 10％になっ

た時に日本の所得と消費につい

てお話ししようと思いましたが、

時間がないので、三条ローターアクトクラブに依頼

された卓話のお話しとライラ研修のお話しをしたい

と思います。 

ローターアクトクラブの９月２７日(木)19：30～

21：00の例会に出席しました。 

例会場に入った時の印象は、会員の方が少ないせい

か少し暗いイメージでした。卓話以外にお話しをか

わしながら自分自身も空気になじむ様にし、卓話に

入りました。内容は三条北ロータリークラブ会長の

方針と運営について 10分ほど話し、その後職業の成

り立ちと今までの経過について 10分ほど、最後に挨

拶のマナーについて笑顔が一番、皆様これからも特

長を出してがんばりましょうで終わりました。 

第 18回ライラ(ＲＹＬＡ)研修については、来週例会

時に研修生 2 名と石丸委員長から報告してもらいま

す。 

 

米山奨学金贈与 

幹事報告：松山浩仁幹事             

・燕ＲＣより  

第５回異文化相互理解セミナー参加の御礼 

・川瀬年度地区大会実行委員会より  

懇親会料理試食会のご案内 

  日時 １０月１０日(水)18：30～   

会場 越前屋ホテル 

・三条ローターアクトクラブより 「長久の家ボーリング大会」のご案内 

  日時 平成３０年１０月２８日（日）13：30～  

会場 三条サカイボウル 

・比国育英会バギオ基金より 第４０回バギオ訪問交流の旅募集について 

  期日 ２０１９年２月８日(金)～１１日（月）  詳細は事務局まで 

外山ＳＡＡより クールビズは今週で終了。次週よりネクタイ着用でお願いします。 

例会日２０１８．１０．２  累計№１５１８ 当年№１２ 

本日の行事：「米山月間」 

◆本日の出席：６３名中３４名    

◆先々週の出席率：６３名中５１名 80.95％ 

          （前年同期 83.08％） 

 

◆本日のオブザーバー：米山奨学生 

メディナ コントレラス，ダニエル君 

 

◆先週のメークアップ（敬称略）： 

 ９月２７日三条ローターアクトクラブ 

   髙橋研一 

   ２９日・３０日 ライラ研修 

          石丸 進、髙橋研一 

    

＊本日の配布書類等 

 ・週報№1517  

 ・ロータリーの友 10月号 

 ・二胡演奏会案内 

 ・米山豆辞典 

 ・ガバナー月信 10月号(閲覧用) 

 

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 

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 
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理事会報告：第４回 平成３０年１０月２日（火）11：30～12：30於：三条ロイヤルホテル 

出席者：高橋研一、外山裕一、早川瀧雄、松山浩仁、武田恒夫、渋谷義徳、斎藤 正、渕岡 茂

金子太一郎、外山晴一、中原尚彦、花井知之、樋口 勤、羽賀一真、佐藤秀一 

オブザーバー：佐藤義英             出席数１５/１６（内委任状４名） 

協議事項  1.新事務局員紹介 

2.二胡演奏会の件  承認 

3.二胡演奏会反省慰労会の件  承認 

10月 23日(火)18：30開会点鐘 

会場：未定(次週案内予定)   会費：3,000円(個人負担)    

      4.公式訪問日程の件  承認 

          12月 4日(火) 通常例会時間＋クラブ協議会 

          会場：三条ロイヤルホテル 

      5.指名委員会報告   承認 

9月 12日(水)魚長にて開催 

2020年度会長として石黒隆夫会員を推薦 

委員会報告： 

社会奉仕委員会 18 日の二胡コンサートでは各委員会毎にお仕事お願いしますので、ご協力

お願い致します。三条北ロータリークラブをアピールできる様に頑張ります。 

雑誌委員会   ロータリーの友 10 月号紹介。13～20 頁米山月間特集。卓話の泉「ペットを

介した感染症」が載っています。お読みください。 

出席委員会   髙橋会長の方針で今年度は 3 ヶ月毎にホームクラブ 100％出席の方を表彰し

ます。 

        7月～9月まで 6名いらっしゃいます。 

        本年度に入ってホームクラブ例会の出席数が少なくなってい

ます。補填での出席率向上もお願いしますが、例会出席も合せ

てお願いします。 

        7月～9 月ホームクラブ 100％出席表彰者 

         浅野潤一郎、小林繁男、森 宏、中原尚彦、 

外山裕一、石川友意。 

職業奉仕委員会 11月 20日の東京電力見学の件ですが、出席者の身分証明書のコピーを順次

撮らせて頂きます。出席にしておいて当日欠席になるのはかまいませんが、

欠席の予定での当日出席はできませんので、ご協力の程よろしくお願い致

します。 

地区ゴルフ実行委員長より 10月 4日地区ゴルフ参加の皆様よろしくお願いします。 

女子プロが各ｼｮｰﾄﾎｰﾙでお待ちしておりますので、楽しんでください。 

 

 

 

 

羽賀 一真君 今年も、日本人ノーベル賞おめでとうございます。 

星野 義男君 財団に協力します。 

渡辺  徹君 協力します。 

 

 

 

羽賀 一真君 オプジーボのおかげで末期の肺がんだった義理の父も、先月まで長く生きることが

できました。感謝、そして、ノーベル賞おめでとうございます。 

髙橋 彰雄君 協力致します。 

佐藤 弘志君 森米山委員長、御苦労様です。ダニエル君も御苦労様です。 

米山奨学ボックス：２日現在累計１６２,０００円 

ロータリー財団ボックス：２日現在累計６５,０００円 
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米山 忠俊君 米山奨学生ダニエル君、これからも元気で頑張ってください。 

       本日はスピーチご苦労様です。 

大野 新吉君 今月は米山月間です。ダニエルさんよろしくお願いします。 

森   宏君 ノーベル賞もらえるのは基礎医学者ばかりですね。私は臨床現場で汗水たら

して頑張ります。 

 

 

田口実仁佳君 ダニエル君がんばってー！ 

中原 尚彦君 ダニエル君、本日の卓話楽しみにしています。リラックス、リラックスでダニエル

君自身のＰＲをして下さい。 

石川 友意君 米山月間、ダニエル君の卓話に感謝して！ 

岡田  健君 ＢＯＸに協力です。 

本間建雄美君    〃 

早川 瀧雄君 ニコニコＢＯＸのテーブルにすわりました。梨木委員長、田口副委員長の為に義理

で協力します。 

石黒 隆夫君 平岡三和さん、三条北クラブへ来てくれて本当にあり

がとう。三条北クラブはどの一門にも属さなくても 

ＯＫです。もし、パワハラ、セクハラがあればすぐに

第三者委員会を立ち上げますので安心してください。 

梨木 篤史君 最近台風が日本に上陸してばかりでこまります。 

＊7～9月コメント賞は早川瀧雄会員です。 

10月の結婚記念スピーチ 小林繁男会員  

家内とは一の木戸小学校・第二中学校の同級生で二人そろって校歌を歌えるのは私た

ち夫婦くらいです。結婚して 40数年ですが、男の子三人に恵まれました。 

 

本日の行事：「米山月間」米山奨学生スピーチ 

 メディナ コントレラス，ダニエル 君 

メキシコはアメリカ大陸の北部に位置してお

り、カナダとアメリカで北米になっておりま

す。日本と１万キロメートル以上を離れて、

その時差は夏で１４時間です。 

メキシコと日本を比べると、人口はほぼ同じ

です。しかし面積から言うと、メキシコのほ

うが日本より５倍大きいです。メキシコでは

スペイン語が普通に使われていますが、異民族

が多く、スペイン語以外他の６０言語以上は使

われています。 

メキシコの国旗はイタリアの国旗とよく似て

いますが、その違いは真ん中にサボテンの上に

ワ シ と 蛇

が 戦 っ て

い る 絵 が

あり、この

絵 は ア ス

テ カ 文 明

の 聖 な る

意 味 が あ

ります。その意味はワ

シとエビがサボテン

の上に戦っているこ

とを見たら、そこに町

をつくりなさい、とい

う意味です。作られた

町の名前はテノチュ

ティツランで、現在メキシコ首都「メキシコシ

ティ」になっています。 

これはメキシコの地図です。少し詳しくメキシ

コの文化と共に説明します。北部にあるモンテ

レイ市は私の地元です。メキシコの首都である

メキシコシティとの距離は 1千キロです。 

これからメキシコの

食文化について話し

ます。メキシコの主食

はトルティーヤとい

うものです。トルティ

ーヤに具を挿み、２つ

に折りたたんで、メキ

スマイルボックス：２日現在累計２１０,０００円 
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シコの有名なタコスになります。タコスの具は

なんでも可能です。例えば、納豆のタコスでも

可能です。トルティーヤは普通にともろこしか

ら作られていますが、小麦粉、サボテンからも

作られています。 

メキシコ人と言えば、辛いものが大好きです。

なぜかというとメキシコはとうがらしの種類

が多くて、どんな、食事、果物、お菓子までも

辛いものをつけるのが習慣です。 

タコスだけじゃなく、メキシコは広いため、地

域によって本場の味もかわります。これは７千

年前から伝わる伝統的な食文化です。具体的に

言いますと、ハリスコ州の智恵で味付けたやぎ

の肉「ビリア」があります。ユカタン半島では

豚肉を蒸し焼きにしたコチニタピビルとか、オ

アハカ州ではサキイカのように避けるチーズ

と食用のサボテン「ノパル」と言うものもあり

ます。メキシコでは食事種類が多いです。 

メキシコのスポーツについて話します。一番人

気のスポーツはサッカーで、プロリーグで１部

から４部まで分けており全チームをあわせ

て４５０チームを超えています。メキシコ

シティにあるアステカスタジアムは、メキ

シコの最も重要なスタジアムです。このス

タジアムでワールドカップの決勝戦を２回

開催したことがあります。一回目は１９７

０年にブラジルがペレのおかげで優勝しま

した。ワールドカップはメキシコで２回開

催しており、そのマスコットたちはフアニ

トとピケです。 

そして、メキシコで昔からやっていたスポーツ

とはプロレスです。スペイン語でルチャリブレ

と言います。ルチャリブレを家族で見に行く

のは普通で、プロレスラーの動きやテクニッ

クを見ること

で、子供達が

喜びます。そ

してルチャリ

ブレはこんな

に有名になっ

た理由は、昔の

プロレスラーは

映画に出たりして、その映画で吸血鬼、フラン

ケンシュタイン等と戦っていたからです。 

メキシコ人といえば、ものすごい大きい帽子を

かぶります。その理由は、１００年前のメキシ

コはほぼ砂漠でした。そんな激しい環境でも生

活できたのはこの帽子のおかげです。その大き

さで、太陽の光から守ってくれたり、砂が顔に

あたらないように守ってくれました。それらか

ら、メキシコでよく使われてきました。 

メキシコの伝統的な場所について話します。 

まずは、テオティワカンというアステカ文明の

遺跡です。アステカ民族がこの遺跡を作ったと

みんなは思っていますが、実は誰がこの場所に

作ったかだれもわかりません、アステカ民族に

見つけられて、そのまま使ってしまいました。 

ユカタン半島にあるチチェンイッツアでは春

分の日と秋分の日に、チチェンイッツア・ツア

ーのエル・カスティージョ（ククルカンの神

殿・ピラミッド）の階段が作る影が蛇の形を作

り、ピラミッドの階段両脇の蛇の頭（左）とつ

ながって神殿か

ら降りてくるク

クルカン（羽毛

のあるヘビ）が

現れます。これ

を「ククルカン

の降臨」と言い

ます 

メキシコのバ

ハ・カリフォルニア・スル州にあるエル・アル

コという所はメキシコ北部の伝統的な所です。

この場所は４年に１回水位が減って、普通に歩

いたりできます。 

メキシコの伝統的

な踊りを踊りたい

と思いましたが、

次回にします。 

ご静聴ありがとう

ございました。 

 

森 宏 米山奨学委員長  

当クラブが地区で第 5位と言うことはお話ししましたが、委員長セミナーでもらってきた手引きを

見たら桁違いなクラブがあります。宇都宮ＲＣは全国一位で個人平均 195,000円だそうです。当ク

ラブは 25,000 円くらいです。どうしたらこんなに集まるのか不思議ですが、今後も皆さんのご協

力をお願い致します。 

 

 


