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
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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
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会長挨拶：高橋 研一 会長
本日の行事：
「新年会」
◆本日の出席：５８名中４６名（内記帳１１名）
◆先々週の出席率：５８名中４２名 72.41％
（前年同期 73.85％）
◆先週のメークアップ(敬称略)
２６日 地区ロータリー財団ミーティング
早川瀧雄
２７日 三条RAC長久の家餅つき大会
高橋研一、石丸 進
２８日 三条南ＲＣ 石黒隆雄、斎藤孝之輔
羽賀一真、田中耕太郎
◆本日の記帳受付(敬称略)
三条ＲＣ 斎藤弘文、菊池 渉、小林卓哉
五十嵐晋三、丸山行彦、中林順一
伊藤寛一、山田富義、衛藤泰男
中村和彦、熊倉昌平、木村文彦
加藤紋次郎、明田川賢一
三条南 RC 鈴木圀彦、星野健司、佐々木常彦
西潟精一、西巻克郎、野崎正明
佐藤秀夫、松﨑孝史、坂本洋司
丸山 智、長谷美津明、田中康之
三条東 RC 神山良平、小林昭雄、小出和子
外山信良、名古屋孝徳
＊本日の配布書類等
・週報№1532

皆さんこんばんは。今夜は新年会で
すので、改めまして、新年明けまし
ておめでとうございます。天候の悪
い中お出でいただき、誠にありがと
うございます。先週は、私事ですが
新年会3回と、三条ローターアクトクラブの「長
久の家 餅つき大会」に、青少年奉仕ライラ委員
長石丸進君と参加して来ました。餅つきは初めて
の経験でしたがうまくつくことができた様に思
います。その後、ついた餅を食べる準備が整い、
4種類の具と餅をいただきました。石丸委員長と
顔を見合わせながら、あまりの美味しさにとても
感動しました。最後に長久の家の皆様とローター
アクトクラブの皆様へ自己紹介を兼ねお礼を一
言申し上げ、餅つき大会は終わりました。
次に、樋口勤君のオーシャンシステムの新年会の
風景をお話ししたいと思います。ＡＮＡクラウン
プラザホテルに於いて、総勢1000人位の大規模な
新年会でした。その会場で、私の席は樋口君のご
配慮によりステージの真ん前という事に驚かさ
れ、オーシャンシステムに関係するご来賓の方々
と同じテーブルを囲ませてもらいました。そのお
かげで、懇親会のステージでは松本伊代と早見優
のコンサートを目の前で見る事ができ、感謝しま
す。
話は変わりますが、日本の通常国会がいよいよス
タートします。波乱要因は皆様ご存知の「統計不
正問題」
「消費税増税対策」
「外国人材の受入れの
環境整備」
「日露北方領土交渉」他、重要テーマ
が目白押しです。

幹事報告：齋藤孝之輔 副ＳＡＡ
・日本事務局より ロータリーレート２月より１ドル＝１１０円（現行１１２円）
・川瀬ガバナー事務所より「事務所移転のお知らせ」
１月３０日より、ホテルオークラ新潟１Ｆの地区事務所へ移転。

ロータリー財団ボックス：２９日現在累計１７６,０００円

幹事・SAA 欠席のため
本日は齋藤孝之輔副 SAA

米 山 奨 学 ボ ッ ク ス：２９日現在累計１,２６５,０００円
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スマイルボックス：２９日現在累計６１２,０００円
柄沢 憲司君 明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
武田 恒夫君
〃
今年初例会です。新年会楽しみにしています。
丸山
勝君
〃
会員の皆様、今年も宜しくお願いします。
中原 尚彦君
〃
ＢＯＸ協力します。
渡辺はま子君
〃
本年も宜しくお願い致します。
斎藤 良行君
〃
まだ在籍しております。今年もよろしくお願いします。
今年初めての例会です。皆様に忘れられないように出席します。
高橋 彰雄君 本年も宜しくお願いします。
外山 晴一君
〃
岡田 大介君
〃
今井 克義君
〃
大野 新吉君 新年例会。今夜楽しく～
山崎
勲君 お見舞いありがとうございました。
吉田 文彦君 雪、積もらなくていいですね。これだけでもニコニコです。
渋谷 義徳君 田口実仁佳さんの魅力に圧倒されて、つい協力してしましました。
金子太一郎君 田口さん、応援します。
梨本 文也君 インフルエンザになりませんように…!!
佐藤 義英君 ＢＯＸに協力!!
岡田
健君
〃
花井 知之君
〃
落合 益夫君
〃
本田 芳久君
〃

新年会

祝詞・玉串奉奠
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戸隠神社 禰宜 渡邉大蔵 様

三条北ロータリークラブ週報

高橋研一 会長
ただ今、戸隠神社禰宜渡邉様からご祈祷をいただき、私は会員増強を祈願いたしま
した。当クラブも 33 年を迎え、今年度の方針「将来の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よう！」のもと、皆
様のおかげで前半の奉仕活動はほぼ満点に近い成果を上げて終わっております。後
半は、これからの北ロータリーの将来にとても重要な会員増員のため、会員増強活
動に皆様のお力をお借りしたいと思っております。どうか宜しくお願いします。
では、新年会を皆さんで楽しみ、大いに盛り上げていきましょう。

乾杯

渋谷義徳 直前会長

「会員増強」「皆さまのご家族のご健勝」「北ロータリーの繁栄」
を願い弥栄!!

戸隠神社 禰宜 渡邉大蔵 様
お耳を拝借してお話しさせ
ていただきます。本日は、
お招きいただき新年祭をさ
せていただきました。皆様
ご存知の通り、今年は特別
な年であります。毎年毎年
新年を迎えることが当たり
前であり、日々の積み重ねで新しい年を迎え、
一年が終わるかと思いますが、今年は特に大き
な節目が 5 月 1 日にございます。新しい天皇様
が即位され、新しい御代に代わるという事が既
に発表されております。実は事前に発表される
という事は今までになかった事です。テレビニ
ュースでは 5 月 1 日を中心に 10 連休になる方も
あると報じられ、インタビューを受けていた人
は、
「10 連休で嬉しい」
「仕事がないと時給で働
いているので大変」、若いお母さんは「保育園や
病院が休みで困る」と盛んに答えていましたが、
だれひとり「お祝いを申し上げる」という人が
ありませんでした。今までは今回のように譲位
になるという事が前もって発表されることはほ
とんどなく、日本の歴史の 2700 年中で御代替わ
りは、わずか 125 回目です。譲位というのが 200
年ぶり、しかも前もって譲位の日にちまで決ま
っているという事はほぼない事です。そういう
年に我々は巡りあっているという事です。ただ
それがあまり表に出てきていません。天皇様は
日本の国家元首であると同時に天皇陛下は日々
お祭りをなさっています。一般的に、お休みの
日としてとらえられている祝祭日があります。
祝日はお祝いの日であり、ハッピーマンデーで
移動してもよい日です。祭日はお祭りの日です
から、全国の神社と宮中皇居においてお祭りさ
れるのが祭日です。例えば 11 月 23 日は勤労感
謝の日ですが、新嘗祭で動かすことができない
祭日です。祝日の 10 月 10 日は体育の日で、東
京オリンピックを記念してという事で始められ
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ました。このように、綿密に言うと祝日と祭日
は違うわけです。さらに言いますと、天皇陛下
は英語で Emperor(エンペラー)です。ヨーロッ
パで一番古いと言われている王様は、西暦 953
年デンマークのゴーム王とういう方から始まっ
ていますが、日本の天皇様は紀元前 660 年、神
武天皇のご即位から始まっています。一方格と
いう視点で、どのくらい違うかというと、ヨー
ロッパにおいて王様より格が高いのがローマ法
王です。その法王よりも格が高いのが天皇です。
日本人から言うと王様も天皇様も皇室外交・王
室外交と言いますが、まったく格が違います。
英英辞典で見ますと、Emperor(エンペラー)は
The King of Kings(キングオブキング)王の中の
王と書いてあります。エチオピアにハイレセラ
シエ１世という皇帝がいらっしゃって、その方
もエンペラーでしたが、1974 年の共産主義革命
で亡くなりました。その日以来世界中でエンペ
ラーは天皇お一人です。これも日本人にあまり
知られていないことです。
私は袴を履いたアメリカ人です。純血種の燕人
ですが、ハワイの神社に行っている間に帰化し
たので国籍上はアメリカ人です。アメリカ人か
ら見ても日本は奇跡の国です。どのくらい奇跡
かと言いますと、私のおりましたハワイ島ヒロ
では溶岩が吹いていましたが、アメリカの中で
もハワイ島は治安のよい所とされ、その中でも
ヒロは治安のよい地域と言われていました。そ
んなヒロでも、日本人がハワイに別荘を建て、
春夏は日本で過ごし秋冬はハワイで過ごすとい
う方が、日本に戻る際に隣人に一言「明日から
日本に帰るね」とあいさつしようものなら、秋
になりハワイに戻ると、家の中の物が全部盗ま
れていたということが有ります。全部というの
は貴金属とかそういうものばかりでなく、シス
テムキッチンとかトイレといったものまで盗ま
れます。アメリカの中で治安が良いと言われて
三条北ロータリークラブ週報

いてもその程度です。日本に戻っていた時に日
本の防犯標語を見ました。
「おでかけは一声かけ
て鍵かけて」世界中で鍵かけて防犯になる国は
あったとしても、一声かけて防犯になる国は日
本だけです。これは平成 25 年に日本に戻ってき
てその標語を見てすごいなと感心し、季節を通
じ、田植えから稲刈りの様子を眺める中で、こ
れか!!と気づきました。日本人は 2000 年 3000
年かけて 1 年 1 回の勝負で米作りをしてきまし
た。その中でみんなが信頼し合い、力を出し合
い、世の中を横の繋がりをもった信頼関係で作
り上げました。それと同時に、過去の経験に学
んで未来を見通す力も蓄えました。1 年 1 回の
勝負ですから今年が不作、来年も不作としたら、
再来年の種籾を確保しなければなりません。
「横
のつながりをもった信頼関係」と、
「過去を学ん
で将来を見通す力」
、これらは米作りを通して培
ったものだと思いました。そこで、それこそ米
はどこから来たかと言うと、神様から頂いたと
いう事になります。神道と米作りは非常に密接
な関係にあります。米はどんなに欠かせないも
のであっても、工場で生産することはできない
のです。作業の機械化が進んだのでさえ 40 年
50 年前ですから、70 代以上の年齢の方に聞くと
わかりますが、昔は田植え休みや稲刈り休みな
ど、田んぼに係る休日がありました。農作業の

中で次世代の子供たちに、みんなが信頼する社
会や、過去に学んで未来を見通すということを
伝えてきました。日本人は神様から頂いた命を
つなぐと同時に心をつないでいたという事、そ
こに気づくことができました。
ここにいらっしゃる方々は心優しく「人を見た
ら泥棒と思え」というよりは「近所の人とは仲
良くして」という様な方々だと思います。しか
し、心優しい日本人として居続けると、これか
ら皆さんがとんでもない目に合われるかもしれ
ません。そうならないように、お伝えしなけれ
ばと思っています。気をつけていただきたいの
は「私は曙と父親違いの腹違いです」とお話し
し、今「おぉ!!」と思われた方、非常に心まっ
すぐで素直でよろしいかと思われます。しかし、
真っ直ぐ過ぎますので、電話で「お父さん僕だ
よ!お金送って」と言われても、一呼吸おいて考
えてください。
この、平成 31 年という年に当たったという事は、
奇跡的な事であること、そして、日本に既に生
まれているという事は奇跡である事、この立派
な社会も奇跡であり奇跡の積み重ねで皆さんは
ここにいっしゃる。この年まさに奇跡に当たっ
た年を皆さんでお祝いできることを心から感謝
申し上げ、お礼を兼ねて平成 31 年のお話をさせ
ていただきました。ありがとうございました。

２月のお祝い

石川
花井
落合
小林
佐藤
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会 員
友意
２
知之
４
益夫 １４
繁男 １９
文夫 ２５

ご夫人
小林三千世
５
坂内 智恵 １１
高橋 米子 １３
樋口ミヨ子 １３
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