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／会長挨拶 ：石黒隆夫会長                 
 

 皆さんこんにちは。先週の土曜日は

燕ロータリークラブの 60周年記念式

典に出席してきました。地区内に 56

クラブありますので毎年 5,6 回の周

年式典がある計算になりますが本年

度はほとんどが中止か延期でまた招待範囲を縮小

し今回もクラブ出席は第 4分区のみでした。記念講

演は彌彦神社の宮司と元NHK海外特派員で現在はジ

ャーナリストの手嶋龍一さんでした。お土産はスコ

ップの形をしたスプーンでしたが、形と大きさが使

い方を見つけるのに苦労しそうです。また、懇親会

は行わず折り詰め料理の持ち帰りでした。 

 今日は本年度 39 回目の例会ですが、たまたま  

テレビのドキュメンタリーで知ったのですが初代 

ウルトラマンが 39回で終わっています。1966年 7月から始まり翌年の 4月に終わりました。当時小学

1年生だった私はとても早く終わってがっかりした記憶があります。子供の頃の 1年は長く感じ、大人

になっての 1 年は早く感じるとよく言われますが私の任期も同じ昨年の 7 月からと考える今までとて

も長く感じています。 

今日はファイヤーサイドミーティングの報告会の二回目です。発表者の皆様よろしくお願い致します。 
 

／幹 事 報 告： 本田芳久幹事                                             

・佐藤ガバナーより、｢頸北ロータリークラブのＲＩ離脱について｣ 

・高尾ガバナーエレクトより、｢クラブ例会運営状況報告のお願い｣ 

・燕ＲＣより、｢創立 60周年式典ご出席の御礼｣ 

・三条地区保護司会より、広報誌｢ひまわり｣送付について。 

 

／委員会報告：                                                         
 

親睦活動委員会 松山浩仁 副委員長 

今年度も残すところ後僅かとなって参りました。感染症予防のため会食が困難な中、例

年のような宴の席で会長幹事ＳＡＡを慰労することが叶いませんが、感謝をこめてこの会

を企画いたしましたので、皆様からのご参加をよろしくお願いいたします。 

日時：6月 29日(火)12：00～ 会場：餞心亭おゝ乃 
 

例会日 ２０２１．６．１５  №１６２７ 

 

会 長 ： 石 黒 隆 夫  幹 事 ： 本 田 芳 久  Ｓ Ａ Ａ ： 中 原 尚 彦 

◆本 日 の 行 事：  

｢ファイヤーサイドミーティング報告会｣ 

◆本 日 の 出 席：５９名中３７名 

◆先々回の出席率：５６名中４５名 80.36％ 

（前年同期 75.86％） 

◆先週のメークアップ(敬称略)：  

6/12 燕 RC６０周年記念式典 

石黒隆夫、本田芳久、外山晴一 

大野新吉、中原尚彦 

＊本日の配布書類等 

・ガバナー月信 6 月号(閲覧) 

・週報 No.１６２６ 

・ロータリーの友６月号 

・会長幹事 SAA 慰労会のご案内 

｢ロータリーは機会の扉を開く｣   

｢ロータリーで良いことをしよう｣  

｢ 親 睦 を 深 め よ う ｣  

 No.39
●例会日：火曜日 １２：３０～１３：３０  ●例会場：三条ロイヤルホテル ℡ 0256-34-8111 

三条北ロータリークラブ週報 
 ＲＩ：ホルガー・クナーク会長  

第 2560 地区：佐藤真ガバナー  

三条北 RC：石黒隆夫会長     

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 
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クラブ会報・雑誌委員会 齋藤孝之輔 委員長 

私のロータリーの友のご紹介も今回で最後となりました。今日は先々週のファイヤーサイドミーティ

ングで｢ロータリークラブの奉仕活動を世間に知ってもらうためにあなたなら・クラブではどのような行

動を行ったらよいでしょうか？｣というテーマをもとに考えながら読んでみました。特に今回の 6月号で

は、色んなところで色んな奉仕活動をされている事が書かれています。 

横 P.7｢私たちの自然の中で｣のページではＲＩは重点目標の一つとして｢環境｣を加えた事が載ってい

ます。職業人として奉仕活動を行っていく上で、｢環境｣という新しい着眼点として非常に重要な事が書

かれています。P.18 には今話題の台湾の事が書かれてます。縦書きの方でも各ロータリークラブの様々

な活動が掲載されていますので、細かく読んで自分たちの活動に振り返りっていただき｢何をするべきな

のか｣是非参考にしていただきたいと思います。 

つたない説明ではございましたが 1 年間紹介させていただきました。これを機に改めてロータリーの

友をよく読んで奉仕活動に役立てたいと思っております。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 日 の行 事 ： ｢ファイヤーサイドミーティング報告会｣                                                
 

次年度職業奉仕委員長 

松山浩仁 会員

先日 6 月 3 日におゝ乃さんに於いて最終の FSM

が行われ出席して参りました。会長、幹事以下 青

少年から落合さん、出席の外山晴一さん、米山奨

学の吉田さん、坂内さん、R財団から羽賀さん

中原 尚彦 君 財団に協力します！ 

本間建雄美 君 ボックスに協力。 

星野 義男 君 財団に協力します。 

早川 瀧雄 君 ＢＯＸに協力です。 

米山 忠俊 君 石黒年度、皆さんご苦労様でした。感謝です。 

田口実仁佳 君 協力しまーす！ 

武田 恒夫 君 皆様、ありがとうございます。 

今井 克義 君 私の卓話時間が出来るだけ少なくなる事を期待して!! 

石黒 隆夫 君 ファイヤーサイドミーティング発表者の皆様、よろしくお願い致します。 

本田 芳久 君 ＢＯＸに協力です。 

中原 尚彦 君 今年度の例会も今日を含めてあと 3回になりました。ようやく終わりが見えてきた感じです(^^;) 

森  宏 君 県内のコロナ陽性者 2名だけになったのに、2名とも三条とは。皆さん引続きご注意を。 

石川 友意 君 本日卓話の次年度各委員長様、ご苦労様です。 

花井 知之 君 ＢＯＸに協力します。 

佐藤 義英 君 ＢＯＸに協力!! 

外山 裕一 君 ＢＯＸに協力。 

田中耕太郎 君 ＢＯＸに協力。 

岡田 大介 君 協力。 
石川 一昭 君 ワクチン 2回目を昨日うって来ました。一安心です。 

しかしマスク・手洗い・ソーシャルディスタンスはしっかり守って行きますヨ!! 

１５日現在累計  ３１３，０００円 

ロータリー財団 BOX 

１５日現在累計  ２５２，０００円 

米 山 奨 学 B O X  

１５日現在累計 １，０２５，０００円 

ス マ イ ル B O X  

B O X  
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社会奉仕の武田さん、本田さん、国際奉仕の渡辺さ

ん、星野さん、そして職業奉仕の私で計 12名の会

議となりました。 

 おゝ乃さんの二階のエレベーター前の会場です。

昨年、会長幹事、SAAの慰労会で私と梨本君で恥ず

かしい漫才をやった会場です。少し前に名称が家

庭会合から本来の FSM に変更になったのですが

元々会長の家の暖炉を少人数で囲んで会長夫人の

料理を食べながらお酒を酌み交わしロータリー談

義をしたのが名称の発端だと聞いてます。それを

あの広い会場で長テーブルをロの字に囲んでたっ

た 12 名で食事もおアルコールも無しの FSM です

よ、寂しくないですか？ 

そんな中で最終日のテーマは「ロータリアンと

してロータリーに傾注してもらうためにはどのよ

うな行動を行ったら良いでしょうか？」という難

題を頂きました。いくつか揚がった意見として 

・先ずは例会や行事に出席する事。 

・重要なポストに就く事によってサボっていら

れなくなる。 

・新聞やニュースなどメディアに取り上げられ

る様なアクションを起こす。 

・ロータリーの用語や仕組みを勉強して知識を

つけてもらう。 

などの意見が出ていました。次年度職業奉仕委員

会の私としては職業奉仕月間には地区の委員長に

来ていただきロータリーの原点とも言える職業を

通じて如何に社会に奉仕出来るかといった卓話を

していただく事や例会を通じてメンバーの卓話に

よりメンバーの職業を知っていただきまた出来れ

ば職場訪問なども行い興味を持ちロータリーに傾

注していただきたいと思います。 

お酒を飲むだけが楽しみではないですが一日も

早くコロナが終息し、皆さんと密になり濃厚接触

しながら酒を酌み交わして FSM が開催されること

を願います。 

 ちょっとロータリーの入門書から｢職業奉仕｣を

紐解いてみました。 

職業奉仕はいつでも誰でも出来るものでロータ

リアンの規範を示すものであり他の団体にはない

奉仕分野であるためロータリーの金看板であると

謳っています。そして職業奉仕の理念は 

①職業上の高い倫理基準を保つこと 

②役立つ仕事はすべて価値あるものと認識すること 

③社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の

職業を高潔なものとすること 

とも書かれています。ですが職業奉仕は分かりに

くいと言われます。それは他の奉仕部門ではクラ

ブ奉仕はクラブのため、社会奉仕が社会のため国

際奉仕が国際関係のためというように目的論的な

概念であるのに反し、職業奉仕だけが「自己の職業

の手腕を社会の問題やニーズに役立てるために」

という方法論的な概念として捉える向きがあった

ためではないか？とし職業奉仕も「各自の職業を

高潔なものとする」というロータリーの目的の通

り職業そのものに向けられた目的論として捉える

と理解しやすいと括っています。 

［参考文献]ロータリー入門書 初版昭和 47年 

 

次年度国際委員長 

渡辺 徹 会員 

6 月 3 日に開催された 3 回目の

FSMに参加しました。 

予め提示された討議項目「ロータ

リアンとしてロータリーに傾注し

てもらうためにはどのような行動を行ったら良い

でしょか？」について、参加者から以下のような意

見が述べられました。 

・重たい役目を受け持ってもらうことで、各々が役

割を果たそうと一生懸命になれるのでないか。 

・出席 100％を目指すという基本的な事から求め

ていったらどうか。 

・会員の色んな職業を知ったもらうことから始める。 

・休日の予定を増やすことで行事に出席しやすい

環境を作っていく。 

・米山について、クラブ内で独自に功労者を称える

仕組みを復活させる。 

・ゴルフをしないメンバーは活動の場面が限定されて

寂しい思いをしており、活動の場を増やしたい。 

・若い新入会員を増やし、年長の方から若い世代ま

で広く構成し、例会に行って仲間に会いたいと

いう会を目指す。  

次年度は国際奉仕委員長を拝命しましたが、以下

の点で頑張りたい。 

・｢基本的教育と識字率向上」月間担当 

・R財団委員会、米山奨学委員会の補助 

・国際フォーラムへ出席 8月 22日 

・国際大会 2022 年 6 月 4‐8 日アメリカ ヒューストン 

大会参加の呼びかけ 
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次年度出席委員長 

今井克義 会員 

次年度石川会長の基で「出席」を

担当することになりました今井で

す。メンバーは外山晴一さん、石川

友意さんと私の三人です。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

さて、ここ数年前から、ロータリークラブの有り

様が、かなり変化して来ています。我々のメンバー

の齋藤孝之輔さんは、ロータリーの友の今年の新

年号に、「入会間もない私にとって先人たちの思い

と時代と共に変化していくロータリーのありよう

をどう感じ取ればよいのか考えさせられます」と

の投稿をなさっていましたね。只私はロータリー

歴は 33年だと思いますが、今年度出席の担当をし

たしないに関わらず「例会への出席は会員の権利

であり、又最小限の奉仕である」との言葉を大切に

していくつもりです。 

次に私は、家庭会合の 2日目に参加した時にも、

出席者の方にはお話した内容ですが、他のメンバ

ーのご意見もあると思いますので、ここで又取り

あげてみます。 

それは、多分 3～4年位前からですが、今の 3カ

月間、北クラブだけに 100％出席すると、1500 円

相当の例えばワインなどの「ゴホービ」が頂けると

いう事です。私は常々これは不公平な考え方だと

思っていましたが、元々気が小さいものですから、

クレームはつけませんでした。しかし、次年度会長

から断ったらゴルフクラブの仲間から外すとの脅

迫で「出席」担当になりましたので、この機会に改

めて提案させていただきます。 

それは、北クラブの皆さんの中には御自分の職

業柄、3カ月間ホームクラブだけに出席することは

どうしてもできないという方も少なからずおいで

だと思います。 

そこで一つの提案ですが、現在我々のクラブの 1

年間は 7 月から翌年の 6 月末までです。その一年

間はもちろん、他クラブへのメークアップも含め

て 100％の出席者には「ゴホービ」として、6月最

後の会長幹事 SAA慰労会の日に、3000円相当の「ゴ

ホービ」が配られています。その時に年間の出席数

は 100％ではなかったが、80％以上出席をした方に

は次は是非とも 100％をとの意味で 1 人 1500 円相

当の「ゴホービ」を用意するという考え方もあると

思います。但しこれはあくまで私の案ですから、

「今のままで良い」とか「それならこういう使い方

もある」とか色々あると思います。ぜひ、理事役員

会での協議をお願いいたします。 

石川一昭 会長エレクト 

6/1・6/2・6/3 の 3 日間会員の皆

さんからテーマごとに討議をして頂

きました。1 時間と言う限られた時

間ではありましたが参加者から活発

な意見がありコロナ禍での変則の

FSM ではありましたが無事終わる事ができ感謝し

ております。 

初日の「ロータリーの会員増強をするために貴

方ならどのような活動を致しますか？」の議題に

は先輩会員からはロータリーを正しく理解しても

らえるようにまずは会員全員で話し合うことが大

切である。ターゲットを企業・オーナーの代表権の

ある人との接点が必要！ライオンズクラブのよう

に青年会議所や会議所の青年部などの卒業生をあ

らかじめリストを作成しては！また、過去にリス

トを挙げて入会されなかった人の名簿を作成して

再度誘ってはどうか！などなどいろいろな意見が

飛び交い初日の不安が吹っ飛び安堵致しました。 

二日目は総勢 16名の会員の皆さんから参加して

頂きました。「ロータリークラブを、奉仕活動を世

間に知ってもらう為に貴方ならば どのような行

動をとったら良いでしょうか？」議題で参加者皆

さんから討議して頂きました、また 2 日目は会長

経験者が 16名中 7名と約半数が参加頂き経験者揃

いでありました。 少し緊張気味の会場の雰囲気

ではありました。そのような中、クラブに伝統行事

的なものがあった方が良いのでは！又、クラブ単

体で行動するのではなく他クラブとコラボしてゆ

くのも良いのではないか！「青少年育成」を広告媒

体を利用してはどうか！2 日目も活発な意見が出

て 1時間と言う時間が 15分オーバーしてしまい参

加者の皆さんのクラブに対する熱い熱意が感じ取

れました 

3日目最終日は「ロータリアンとしてロータリー

に傾注（熱中）してもらう為には貴方はクラブでど

のような行動を行ったら良いでしょうか？」の

 議題に参加者 12 名ではありましたが色々の意見

が出てきました。まずは会長・幹事の輪番制を！ 

又は「先輩からは出席をしっかりしなさい 。・ロー

タリーの奉仕活動をしっかりとやる」・ライオンズ

には負けないようライバル意識を持つと言う意見

や、世代交代が行われているのでロータリーが楽

しくなるように新入会員を入れてゆくように！ 

3 日目も参加の会員からは普段聞けないような

アドバイスを聞き大変参考になりました。 

  3 日間討議を行って皆さんは各自いろいろな意

見をもっている事を確認致しました、最後に残念
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な事としてクラブ内の会員の悪口が飛び交ってい

 るのでその悪口も度を超すと侮辱罪に値するとの

発言がありましたが、あくまでも私見ですが悪口

を言われる方はまずは自分の行い行動を反省しも

っとへりくだったものの言い方、相手を敬うこと

から始められてはいかがかと思います。「一歩譲る」

精神で進んだらいかがでしょうか！人間生まれも

育ちも皆環境が違った所で育って参りました。皆

同じとか仲良しと言う事はなかなかむずかしい話

です。色々な意見・発言があって当たり前です。そ

んな中同じクラブに入って同じ目標に向かって進

んで行かなければなりません「人」と言う文字はお

互いを支え合うと言う文字になっております、是

非ともお互いを支え合ってクラブ運営に協力をし

て頂きたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

4月報告書テーマ【近況報告/今考えること】                              

挨拶を含んで、 自分の感想を伝えるメールを既

に送信させていただきましたが、これは初めての

奨学金報告書ですので、改めて自己紹介をさせて

いただきたいと思います。初めまして、ハンガリ

ー・ブダペスト出身のサボー ペーテルと申します。

ブダペストについて聞いたことがあるでしょうか、

もしかして行ったことがある方がいらっしゃる 

でしょうか。ブダペストはカルパッチョ盆地の真

ん中に位置しているハンガリーの首都で、ヨーロ

ッパの一番きれいな都市の一つであると言われて

います。私の故郷です。ブダペストに住んでいる

日本人の方はそれほど多くありませんけど、 私が

知っているブダペスト在住の日本人のみんなが素

晴らしい人です。突然ブダペストに生活している

日本人について語っている理由は、これから自分

の学習歴について一言で話させていただきたいか

らです。2016 年に高校を卒業したあと、これから

どうしようかって少し迷っていて、大学で日本学

科を専攻しようと決めました。なぜなら、語学や

アジアの文化圏が好きだからです。ブダペストに

住んでいる日本人と初めて接触した場面は大学で

した。三人の日本語ネイティブスピーカー教師の

素晴らしい性格や教育法が強い影響を与えて、日

本と日本語により強い関心を持つようになりまし

た。今、この報告書を書けるようになったのはお

 

お名前・家族構成  

石丸 進、石丸咲子（妻）、はな子（犬のフレンチブルドック） 

石丸真太郎（長男）、石丸エリ（妻）、石丸ココ（長女）  
 

趣味をお持ちでしたらお聞かせください  

ゴルフ 6年位 

陶芸 10年位 
 

新しい生活様式にどう対応されていますか？  

仕事でテイクアウトの強化。 

コロナ時代のインターネット通販企業の株の売買。自社のオンライン会議。 

出来るだけ有名な食物を全国から取り寄せて食べています。 
 

入会のきっかけ＆思い出  

（40才位だったので）多種多様な人達とのつきあい、情報力が強化したくて。 

1番の思い出は他県でのゴルフ旅行で黒人とまちがえられた事。 
 

北ロータリーメンバーへ向けたメッセージ  

自分でもへんな奴と思いますが、皆様こんなへんな奴を相手にしてくださって

有りがとうございます。感謝致します。 

Susumu 

Ishimaru 
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そらくかおる先生、後藤先生そして誠二先生の絶

え間ないサポートのおかげです。すごく感謝いた

しますね。 

過去４年半の日本語学習を努力したかいがあっ

て、現在事業創造大学院大学に事業創造を専攻し

ております。財務会計論、簿記、マーケティングな

どという専門的な分野を日本語で挑戦するのは苦

しい時期もありますけど、役に立つことを日本の

大学院で学べるので、幸せです。大学院を卒業し

た後、どうするかはまだはっきり 決めませんでし

たが、やっぱり日本で就職するかもしれません。 

暇な時、友達と遊んだり、趣味を楽しんだりして

おります。 

趣味はブレイ

クダンスで、やり

始めてからもう 

12年（従来の人生

の半分ですね）経

ちました。その前

に、6 年にわたっ

て器械体操の選手でした。つまり、運動や逆立ち

は幼いころから人生の根本的な 要素です。ダンス

はたまにコンペティションにも出ますけど、例え

ば日本やロシアの子供に比べるとすごく苦手です。

（笑）昔から日本を代表するダンサーたちはすご

く高く評価されていますが、過去１０年に登場し

た子供たちは 特に奇跡的に得意 だと言われてい

ますね。 

これで、第一回の奨学金報告書は以上であると

思います。早めに日本に入国できるようになって、 

対面交流するのを楽しみにしております。 

くれぐれも体調に気をつけて下さい。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

5月報告書テーマ【ハンガリーのウイルス状況】                            

皆様、いかがお過ごしでしようか。ブダベスト

からのサポーベーテルです。春学期が開始しても

うほぼニか月経ちました。授業の流れと先生が授

業中使っている日本語にもだんだん慣れていきま

した。日本からすごく離れて授業を積極的に出席

して、様々なことを学ぶ中、残念ながら日本のウ

イルス状況が全然収束しなさそうです。一方、ハ

ンガリーは今の段階でようやく落ち着きそうです。

今回は、ハンガリーのウイルス状況について少し

伝えさせていただきたいと思います。 

まず、理解していただきたいのは普通のハンガ

リー人の健康状態が日本人よりずっと悪いです。

高齢化社会と悪い医療制度の他に、肥満、アル中、

喫煙者が大勢いる国です。そのような要素がウイ

ルスに感染して、なくなる可能性に強い影響を与

えるそうです。実は、過去数か月、人口当たりの

日々の死者数は世界中で一番高い国がハンガリー

だったと言われています。一日、感染者数が 1 万

人、死者が 300 人も超えた日もありました。それ

は高い数字のようじゃないかもしれませんが、そ

の割合を日本の人口からみると、日々の感染者数

が約 13 万人、死者数が約 3800 人も達します。す

ごく悲しいデータですよね。ハンガリー人の健康

状態がそのようなひどい感染者数と死者数に密着

していると私が思っています。 

ハンガリーで導入した夜の外出禁止、マスク着

用、長い間続いているお店の閉店という厳しいウ

イルス対策にもかかわらず、先月までハンガリー

の状態がどんどんひどくなりました。しかし、政

府は 5 つ(ヨーロッパで低く評価されているロシ

アと中国のメーカーも含む)のワクチンのメーカ

ーとも契約を結んで接種キャンペーンをスタート

しましたので、ヨーロッパでハンガリーの接種率

が上位になりました。私も先週一回目の Pfizerワ

クチンをもらいました。 

これで、ハンガリーでは第三波がようやく終わ

りそうです。先週から、ほとんどの店やレストラ

ンが再開して、昨日から外でのマスク着用が解除

されました。 

ハンガリーのように日本も早めに収束するよう

に祈っています。しかし、オリンピックの開催は

いいことか悪いことかどうかとても判断しにくい

です。個人的な意見ですが、キャンセルするべき

だと思います。なぜなら、観察者が参加できない

し、選手にもボランチアにも感染するリスクにな

るからです。 

では、5月のレポートは以上で、今度研究につい

てお書きしたいと考えています。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 


