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＜点     鐘＞ 

＜ソ  ン  グ＞  それでこそロータリー 

＜握手タイム＞ 

 

＜会 長 挨 拶＞ 新津中央 RC 渡邊嘉子会長 

 改めまして こんにちは。 

  今日は国際ロータリー第 2560 地区第 3 分区木村

ガバナー補佐をお迎えしての例会です。後程お話を

頂けることになっております。また、新津 RC の吉

田健治さん、今日はお越し頂きありがとうございま

した。 

  今日の会長の時間といたしまして、なぜ例会の第

1例会に国歌を歌ったり、例会場に国旗を掲げたり、

ロータリーソングを歌うのか、不思議に思っており

ましたのでお話をしたいと思います。 

  日本では第 2 次大戦中、ロータリー発祥の地がア

メリカであることから、ロータリーはアメリカのス

パイではないかとの疑いをかけられ、その疑いを晴

らすため、国に対して忠誠を誓う証明として例会で

国歌を歌い、それが習慣化したものだそうです。当

時は例会に特高警察が来てサーベルをガチャつかせ

て例会を監視していたそうです。それで国旗を掲げ

今日に至っています。 

  また、ロータリーソングについては、1905 年の創

立時からではなく 2 年目に会員同士の些細な意見の

相違がだんだん大きくなりクラブ内が割れ出席率も

低下するという事態が起こったそうです。その時の

幹事が、このままでは 1 ヶ月後にはクラブがなくな

るかもしれないとして「歌を歌おう！」という事に

なり、その結果毎回クラブの例会で歌が歌われるよ

うになり、いつのまにかクラブの中の雰囲気は改善

されクラブは解散の危機を脱していたそうです。ま

た日本でも 1920 年に日本で最初に創立された東京

RC は英語でロータリーソングを歌っていました。や

がて、日本語によるロータリーソングを求める声が

高まり、1935 年京都における地区大会で「奉仕の理

想」や「我等の生業」が日本語ロータリーソング入

選作として発表され、また 1951 年にロータリーソ

ングが募集され、「手に手つないで」がつくられまし

た。これは 1952 年 7 月から日本のロータリーが 2

つの地区に分かれるということになり、これからも

友情を確かめ合い、手に手つないで行こうと誓い合

った歌だそうです。また、「手に手つないで」は外国

のロータリアンにも好評だそうです。今日も一日よ

ろしくお願いします。 

 

＜ゲ ス ト＞   

  第 3 分区ガバナー補佐 木村 晃様（村松 RC） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ビ ジ タ ー＞  

  新津 RC 吉田 健治君 

 

＜卓  上  花＞ 薔薇 

花   名／ ゴールドラッシュ  バラ科 

原 産 地／ 西アジア 

生 産 地／ 愛知県渥美町 

花  言  葉／ 美（黄色） 

＜お 食 事＞ 

 

 

 

国際ﾘｰﾀﾘｰ第 2560 地区 新津中央ロータリークラブ 

創 立：1978 年 10 月 2 日 

事務所：新潟県新潟市秋葉区新津本町 3 丁目 1 番 7 号 

    新津商工会議所内 ℡22－0121 FAX25－2332 

例会場：新潟県新潟市秋葉区新津本町 2 丁目 7 番 10 号 

一楽  ℡22－3155 

例会日：毎週火曜日 12:30～13:30 

会  長：渡 邊 嘉 子  

幹 事：草 野   満    ｸﾗﾌﾞ会報委員長：保 坂 勝 志 

2014～2015 年度 

国際ロータリー会長 

ゲイリーC．K．ホァン 

（台湾・台北 RC） 

ロータリーに耀きを 

 

2014～2015 年度 国際ロータリークラブ第 2560 地区ガバナー 佐々木昌敏（小千谷 RC） 

                テーマ  「ロータリーはあなた自身から」 



＜幹事報告＞ 

１．RI第 2560地区社会奉仕委員長村山徹様から 

  社会奉仕委員会会議のご案内が届いております。  

    日時：2014年 8月 25日(月） 

13：00～14：30 

    会場：JA越後おぢや「グリーンパーク」 

 ２．RI第 2560地区米山奨学委員長 安藤幸夫様 

        奨学生・学友委員長 品田孝行様 

   から米山奨学生親睦交流会の案内が届いていま 

す。小川信正カンセラーが出席します。 

    日にち：2014年 8月 30日(土） 

    集 合：AM8：45新潟駅南口 

 ３．RI第 2560地区 ガバナー 佐々木昌敏様 

        青少年奉仕委員長高坂 光一 様 

        RYLA委員長    木戸 信輔様 

                研修会実行委員長金澤理久夫様から 

   第 14 回 RYLA 研修の開催についてご案内が届い

ております。 

   日時：2014年 9月 27日(土）～28日(日) 

   主催：RI第 2560地区 RYLA委員会 

      ホストクラブ：加茂ＲＣ 

      コーホストクラブ：田上あじさい RC 

      研修テーマー 

「まちづくり、人づくり、自分づくり」 

 ４．RI第 2560地区 2014～2015年度 

   地区大会記念ゴルフ大会のご案内が届いており 

ます。 

   日時：2014年 10月 9日(木)午前 7:32スタート 

   場所：小千谷カントリークラブ 

   申込み締切：8月 31日(日) 

 ５．RI第 2560地区ガバナー佐々木昌敏様 

 月信担当幹事 吉澤貞雄様から月信の発送とお

願いが届いております。 

本年度よりホームページのシステムを改修しま

した。使いやすく改善しましたので会員の皆様

にお知らせいたします。 

６．第 2 回あきはなびまつり実行委員会柳田慎剛様

より協賛について(お願い)が届いております。 

７．例会の週報を小川信正君からリニューアルして

頂き本日配布しました。 

 

＜委員会報告＞ 

・ロータリー財団委員長 風間啓一郎君から財団

補助金についての結果報告です。2900＄の申請

ですが 2000＄が決定されるようです。ジャンパ

ー55 枚を発注しました。8 月 2 日（土）の青少

年育成協議会等で実施する防犯パトロールに使

用します。 

  ・山田道夫君からご母堂様の葬儀参列お礼が有り 

ました。 

  ・国際奉仕フォーラムに出席して（報告） 

   青柳敏明委員長 

  ・地区インターアクト年次総会に出席して（報告） 

   川名一弘ライラ地区委員 

＜プログラム＞ 

 ◇第 3分区 ガバナー補佐 木村 晃 様から 

ご挨拶と卓話を頂きました。 

  ・第 2560地区ガバナー佐々木昌敏様の今年度の目

標は、会員増強・増強・増強です。1 名増強ご

とにスポンサーバッチを差し上げます。純増を

目指してがんばってください。 

  ・公式訪問後の懇親会出席について 

  ・植木パストガバーから 2016-2017 年度ガバナー

の選考について提案の件 第 3 分区から選出し

て欲しい。 

  ・第 3分区内会長幹事会の内容について 

   RCの長所と短所について 

 

＜出席報告＞ 

 前回の訂正  欠席者 9 名中 2 名メーキャップの       

ため 75.00％に訂正 

 本日の出席  会員 28名中 20名出席で 71.43％ 

ニコニコボックス  

◇新津中央 RC の皆様 どうぞ一年間よろしくお願い

致します。 第 3分区ガバナー補佐 木村 晃 様 

◇渡邊年度のスタートおめでとうございます。新津よ

り応援しています。   新津 RC  吉田健治君 

◇木村ガバナー補佐ようこそお越し下さいました。 

今年度ご指導よろしくお願いします。 

吉田健治さん今日はありがとうござまいす。また

お越し下さい。      会 長 渡邊嘉子君 

            幹 事 草野 満君 

◇小川さん立派な週報をありがとうございました。 

 また、ホームページもありがとうございました。皆

さんもパソコンを広げて見て下さい。 

            会 長 渡邊嘉子君 

            幹 事 草野 満君 

◇先般の母の葬儀に対しまして丁重なご厚志を頂きま 

して誠にありがとうございました。 

                山田 道夫君 

◇木村ガバナー補佐様一年間ご指導よろしくお願いし

ます。             小川 信正君 

◇100％出席の 3年バッチをいただきました。 

ありがとうございました。5 年、10 年めざしてがん

ばります。            齋藤 嘉昭君 

    本日の合計  15,000円（累計 30,000円） 

財団ボックス 

◇木村ガバナー補佐  私との男の約束を守って頂き 

 大変ありがとうございました。  遠山 悦男君 

     本日の合計   1,000円（累計 6,000円） 

 

＜点 鐘＞ 

 


