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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＞ 皆さんこんにちは。 
  今日は１２月最後の定例会になります。 
来週は２６日(金)が忘年会(夜例会)となりますので 
よろしくお願いします。そして今日は新潟西ロータ 
リークラブより次年度会長神初様と次年度幹事吉田 
様がおいでになられています。ごゆっくりおくつろ 
ぎください。 
 そして、今日は今年最後の定例会ということで、 
この会長の時間で何を話そうかな～と考えていたの 
ですが、本来はロータリーの話をするべきなのでし 
ょうが、今日は最近感動したことについて話をした 
いと思います。 
 この１２月１０日にスｳエーデンのストックホル 
ムでノーベル平和賞の授賞式が行われたことは皆さ 
んもご存知かと思います。そこで最年少で受賞した 
パキスタン人のマララ・ユスフザイさん(１７)のスピ 
ーチはお聴きになったでしょうか？私はテレビで見 
て、スゴいな！と思いました。言葉には力があり、 
心にストレートに響いてきました。 
 受賞スピーチでは、自身の様々な体験やイスラム 
教徒の女性が受けている差別、全ての子供が安心し 
て学べる環境の必要性を切々と訴え多くの人々の心 
をゆさぶりました。皆さんもどうぞお手元にござい 
ますスピーチ全文を読んでみて下さい。 
 そのマララさんは、パキスタンの家庭で生まれ、 
父親は学校の校長で勉強環境は充実していて将来は 
医者を目指していたそうです。しかし、２００９年 
武装勢力タリバンにより突然女性の教育を禁じられ 
てしまいました。それからマララさんは、教育の必 
要性を匿名でネットで訴え、女性への教育と平和を 
訴える活動を始め、世界中で話題となりました。 
その活動を広げていく中、本名を公開しましたが、 
そのことにより命を狙われてしまい２０１２年１０ 
月９日１５才の時通学中にタリバンに襲われ、頭部 
と首に２発の銃撃を受けて重体の大怪我を負いまし

た。この事件は世界中で報道され彼女の名前が知れ 
渡ることになりました。命の危険性もありましたが、
奇跡的に回復し、襲撃に屈せずに訴え続け２０１３ 
年にシモーヌ・ド。ボーボワール賞(女性の解放や権 
利の向上に貢献した人に贈られる賞)とサハロフ賞
(人権と思想の自由を守るために活動してきた人に
贈られる賞)を、そして２０１４年には史上最年少で 
ノーベル平和賞(平和のための促進に最も貢献した
人に贈られる賞)を受賞しました。 
 ここで、そのノーベル平和賞のスピーチ全文を読
めば良いのでしょうが、長いので皆さん後程読んで
みてください。 
 ちなみに、この話と関係はないのかも知れません
が、私が大学生の時、成人式で会った同級生ですが、
小・中ともに成績優秀だったので，当然大学へ行っ
ていると思い「どこの学校行ってるの。？」と何気
に聞いたら「大学へ行きたかったけど、父親が女

おんな

は
大学へ行かなくていい、と言って行かせてくれなか
った。」と悲しそうに言ったその顔と言葉が今も忘れ
られません。 
 このマララさんのスピーチを聞いた時、ふと思い 
出しました。 
 それでは今日もよろしくお願いします。 

 

＜ゲ ス ト＞   
  いらっしゃいません。 
   
＜ビ ジ タ ー＞ 
  新潟西 RC 次年度会長 神初 周吉君 
       次年度幹事 吉田 和広君 
 

＜卓  上  花＞  

花   名／ ポインセチア 

品 種 名／ 和名 猩々木  トウダイグサ科 

原 産 地／ メキシコ  中央アメリカ 

花  言  葉／ 赤  私の心は燃えている  祝福 

          あなたの幸せを祈る 

       白  清純  聖なる願い 

クリスマスの花として飾られています。花びらに見 

えるのは花菊というガクの一種で、中心の豆粒のよ 
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うにみえる部分が花です。 

 何故クリスマスの花なのか？ 

① 花びらに見える形が星に似ている。 

② 色彩に宗教的な意味合いがあり、クリスマスに

血の色である赤を飾る週間があるから。 

といわれています。 

 

＜お 食 事＞ 
  お食事をどうぞ！ 
 
＜幹事報告＞ 
  ◇国際ロータリークラブ第２５６０地区 

ガバナーエレクト 山本 和則様 
PETS実行委員長  藤田 普   様より 
２０１５－１６年度会長エレクト研修セミナー 
のご案内が届いております。 
日 時：2015年 2月 21日(土) 
    登録受付 ９：３０～１０：００ 
    セミナー１０：００～１５：２５ 
    懇親会 １５：２５～１７：００ 
会 場：ホテルオークラ新潟 
出席者：2015-16年度 ｸﾗﾌﾞ会長・幹事 
           地区役員 
登録料：おひとり 13,000円 
締切日：２０１５年１月１６日(金)まで 

◇国際 RC第２５６０地区２０１５-１６年度 
  ガバナーエレクト 山本 和則様 
  地区幹事     角南 邦彦様より  

「2015-16 年度地区役員の委嘱状」が下記の方に
届いております。 
 渡邊嘉子君 職業奉仕委員会委員長 
 川名一弘君 ライラ委員会委員長 
 しっかりと頑張って下さい(笑) 
 
※メーキャップに来られた 
次年度新潟西ＲＣ神初会長様 

次年度 吉田幹事様のご挨拶 
 

＜委員会報告＞ 

 特にございません。 

 

＜プログラム＞ 

 本日の卓話担当：佐々木健哉社会奉仕委員長 

 ・２０１４年１２月５日ＪＡおぢやグリーンパーク 

で開催された社会奉仕委員会会議での上半期事業 

活動発表について（報告） 

私の順番は４０名中７番目で発表させて頂きま 

した。風間啓一郎ロータリー財団委員長が夜も寝 

ないで計画書を作成してくれたロータリー財団地 

区補助金第 1回プロジェクト「きてきちの歩行者 

天国・こんばんは市 防犯パトロール」（８月２ 

日実施）について認可され補助金が交付されたの 

でその活動報告をしてきました。青少年育成協議 

会と中央コミセン協議会等諸団体と合同で商店街 

の発展と地区の犯罪防止、交通安全等を訴えた事 

業でした。当日はロータリー財団地区補助金でロ 

ータリークラブのマーク入りのジャンパーを作り 

全員で着用し秋葉警察署交通課の指導の下に市内 

を巡回してきました。社会奉仕活動をすることで 

市民にアピールしロータリークラブの存在価値を 

見いだし社会奉仕活動をすることで会員増強にも 

繋がるものと思っています。 

   当日の会議では、私がジャンパーを会場で着て

出席者に披露しました。関心したのかビックリし

たのか解りませんが。パトロール実施後地方新聞

に大きく取り上げて頂き私どものクラブの存在価

値と活動に対して大きく知名度が上がったと思い

ます。今年度の社会奉仕委員会の活動は地域社会 

  の奉仕活動によってロータリークラブの活動が一 

般の方に理解されたと思っています。 

   それと事務局の斎藤さんから作成して頂いた社 

会奉仕活動等のリフレットを出席者に配布し一個 

一個説明して来ました。非常に興味を持たれて好 

評でした。また、私どもの社会活動の一つとして 

２０年間４０３号線沿いに約６０００ｍ春は菜の 

花、夏はひまわり、秋はコスモスを植える活動を 

お手伝いしてきました。先日行われた地区大会に 

おいてガバナー賞を頂いたことを報告し今後新津 

中央ロータリークラブ会員一同スクラムを組んで 

積極的に奉仕活動を進めていく覚悟を披露して私 

の発表報告とさせて頂きました。 

佐々木さんご苦労さまでした。(*^_^*) 

 

・今日の卓話時間に未だ十分時間が残りましたの 

で私事ですが有志４人と山陰方面に旅行してきた 

旅行記を披露させて頂きます。 

（時間と金があれば私もついて行きたいです！） 

   

＜出席報告＞ 

 前回の訂正  ございません。 

 本日の出席  会員２７名中２１名出席で 

７７．７８％でした。 

ニコニコボックス  

◇新潟西ロータリークラブ次年度会長神初(ジンパチ) 

様、幹事吉田様 ようこそお越し下さいました。 

これからもよろしくお願いします。  

            会 長 渡邊 嘉子君   

            幹 事 草野 満 君 

◇貴重な時間を頂き有難うございました。 

 新潟西ＲＣ次年度会長 神初様、同じく幹事吉田様 

 本日は新津中央ＲＣへ、ようこそおいでくださいま 

 した。             佐々木 健哉君 

◇先週は私の雑ぱくな卓話を聞いて頂きまして大変有 

難うございました。遅くなりまして申し訳ありませ 

んでしたが御礼申し上げます。 

 私事ですが１２月でメデタク年金受給者になりま 

した。できるだけ、たくさん年金をもらいたいので 

できるだけ長生きできるよう「昼」も「夜」もがん 

ばっていきたいと思っています。皆さんの御協力を 

よろしくお願い致します。    土 田 裕 君 

 

 本日の合計 4,000円 （累計 217,000円） 



米山ボックス 

◇１４・１５日寒波の中、電車が止まったので車で富

山県庁に行って来ました。高速道路は時間が読めて

安全運転でした。雪は長岡～柏崎間が圧雪で大変で

したが、富山市内は雪が少なく、夜はおとなしくし

ていました。m(_ _)m 

 

本日の合計 1,000円 （累計 41,880円） 

 

＜点 鐘＞ 

  本日の例会を終わります。 

 

 

第７回 理事会議事録 

 

開催日時：２０１４年１２月１６日(火)１３：３０～ 

出 席 者：１４名 

 

        次   第 

１． 会長挨拶 

２． 本日の協議事項 

① １．２月の例会行事について 

② クラブ内、地区、地域行事について 

③ その他 

【１月の例会行事】ﾛｰﾀﾘｰ理解推進月間 

追悼記念週間１／２７～1週間 

  第１例会 １／ ６ 会長・幹事 新年会 

  第２例会 １／１３ ＳＡＡ 関口克征 SAA担当 

  第３例会 １／２０ 国際奉仕委員長  

青柳敏明委員長担当 

  第４例会 １／２７ 23(金)の家族新年会に振替 

  

   理事会 １／２０(火) １８：３０～ 

 

【２月の例会行事】世界理解月間、ﾛｰﾀﾘｰ創立記念日・

世界理解と平和週間 2／23～3／1、家族週

間 2月の第 2週 

  第１例会 ２／ ３ 会長・幹事  

  第 2例会 ２／１０  副会長・会長エレクト  

担当：山田道夫副会長 

外部卓話：第２５６０地区 

米山奨学委員様 

    第３例会  ２／１７ ロータリー情報委員会 

担当：川名一弘委員長  

  第４例会 ２／２４ プログラム委員会 

            担当：小林国夫委員長 

 

   理事会 ２／２４（火) １８：３０～ 

 

クラブ内行事 

  １／ ６(火) 新年会 １８：３０～ 一楽 

          会  費 3,500円 

個人負担 2,000円 

ｸﾗﾌﾞ負担 1,500円 

  １／２３(金) 家族新年会１８：３０～ 一楽 

          会費 1家族 10,000円(義務出席) 

地区行事 

 ２／ ７(土) 第２回 米山奨学委員長セミナー 

         会場：万代シルバーホテル 

２／１４(土) ﾛｰﾀﾘｰ財団セミナー 

         会場：東映ホテル 

  ２／２１(土) 2015-16年度ＰＥＴＳ 

         会場： ？ 

地域行事 

 １／ ９(金) 新津商工会議所新春賀詞交歓会 

      会 場：新 森  １４：３０～ 

         渡邊嘉子会長出席 

その他 

 １２月まで会員誕生祝品を春日さんにお願いしてい 

ましたが退会されたため１月よりどのようにする 

か議題にあがりましたが、協議の結果 

 ※今年度中は、今まで通り春日さんに依頼すること 

にしました。 

                     以上 

 

 


