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＜点     鐘＞ 
  
＜ソ  ン  グ＞   

国歌斉唱 
我等の生業 
 

＜握手タイム＞ 
 
＜会 長 挨 拶＞  
 皆様こんにちは。 
 今日は２月の第１例会になります。 
今日もよろしくお願いします。 
先月１月２０日には職場訪問 
移動例会で「坐禅」をしまして、 
１月２３日には家族新年会と 
皆様多数ご出席をいただきまして 
大変ありがとうございました。 
是非ともボックスをご利用下さいます様よろしくお

願いします。そして、第１例会ですので本来であれば
米山奨学生のソ・ブンキンさんがいらっしゃる日では
ありますが、卒業論文の考査があり学業優先とういこ
とで、次週いらっしゃることになりました。 
今月は世界理解月間ということで留学生にスピーチ

をしてもらうのは最良の日でしたが、いらっしゃらな
いので、例会時間が残るようでしたら、少しだけ月間
についてお話したいと思います。 
そして、今日は２月３日、節分になります。今日は

節分の風習についてお話したいと思います。節分とい
うのは、そもそも季節の分かれ目の意味で、元々は、
「立春」「立夏」「立秋」「立冬」のそれぞれの前日を指
していました。節分が特に立春の前日を指すようにな
った由来は旧暦では立春の頃が一年の初めとされ、最
も尊ばれたためで次第に節分といえば春の節分（立春
の前日）のみを指すようになりました。そして、節分
に豆をまく「豆まき」の行事は「追儺（ついな）」と呼
び中国から伝わったと言われています。追儺という行
事は俗に「鬼やらい」「儺(な)やらい」とも呼ばれ疫病
などをもたらす悪い鬼を追い払う儀式で、文武

も ん む

天皇の
慶雲３年（７０６年）に宮中で初めて行われたと言わ
れています。一般的に豆まきに使う豆は炒った大豆で
すが、豆まき後の掃除が簡単なことや、まいた豆も食
べられることから、地方によっては落花生を用いると   

ころもある…と言われています。皆様は大豆でしょう
か？落花生でしょうか？ 
また別の節分の風習として焼いたイワシの頭を柊 
（ひいらぎ）の小枝、葉に刺し戸口に飾るというの 
がありますが、これは悪臭を出し鬼を退散させ、柊 
のトゲが鬼の目を指して家への侵入を防ぐようにと 
いう願いからだそうです。 
そしてもう１つ恵方巻きがありますが、これは福 

を巻き込むという意味からで、「節分に巻き寿司を恵 
方に向かって丸かじりすると、その年が健康で幸せ 
に過ごせる」という風習で、江戸時代末期の関西地 
方を中心に流行していた縁かつぎが昭和初期になっ 
て、お寿司屋さんの宣伝文句として広まったそうで 
す。中に入れる具はいろいろな説がありますが、共 
通しているのは包丁を使わず頭から丸かじりするこ 
と。包丁を使うと福縁が切れ、言葉を発すると運が 
逃げるので願い事を思い浮かべその年の福をつかさ 
どる歳徳神(としとくじん)という神様のいる方向、 
つまり「恵方」を向いて目を閉じて無言で丸かじり 
するそうです。ことしの恵方は「西南西」ですので 
皆さん丸かじりしましょう！！ 
ということでよろしくお願いします。 

  一同西南西を向いて丸かじり(無言) 
 
＜ゲ ス ト＞   
 いらっしゃいません。 
 
＜ビ ジ タ ー＞   
 いらっしゃいません。 
  
＜卓  上  花＞  
花   名／ シクラメン   
品 種 名／ サクラソウ科 
原 産 地／ ペルシャ 
生 産 地／ 西蒲区曽根  旧吉田町他 
花  言  葉／ 赤   はにかみ 
       白   思いやり 
       ピンク 内気 
別名 かかり花火とも呼ばれています。 

 
            

＜お 食 事＞ 
  それではお食事をどうぞ！ 
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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」 



＜出席報告＞ 
前回の訂正  前回は家族新年会で義務出席のため 
            １００％に訂正します。 

  本日の出席  会員２８名中 ２４名出席で 
８５．７２％でした。 

 
＜会員誕生祝い＞ 
     渡邊 嘉子君  （２／１１） 
     遠山 悦男君  （２／１３） 
     赤井田幸一君  （２／１９） 
    おめでとうございました！！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜パートナー誕生祝い＞ 
     佐々木 健哉君 奥様 節子様（２／ １） 
     阿部  正機君 奥様 圭子様(２／ ４) 
     草野  満 君 奥様 文江様(２／１５) 
     小川  信正君 奥様 松子様(２／１６) 
     五十嵐 純一君 奥様 幸代様(２／２０) 
     小林  国夫君 奥様 和子様(２／２７) 
    おめでとうございました。ニコニコを宜しく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜結婚記念日＞ 
     川名 一弘君  奥様 淳子様（２／１５） 
    おめでとうございました。 
 
 

＜幹事報告＞ 
１．国際ロータリー第２５６０地区 
  ガバナー佐々木昌敏様 

クラブ奉仕委員長 吉田武彦様から下記の研修会
のご案内が届いております。 
【第２回 会員（入会１年～３年）研修会の案内】 

  日時：２０１５年３月１５日（日） 
  会場：ホテルニューオオタニ長岡 ２階白鳥の間 
  受講者：２０１１年７月以降入会者 

内容：研修への期待 
   ショートスピーチ 
   講 演 

懇親会 
登録料 6,000円 

締切：2月 26日（木）まで  
５人いらっしゃいますので後程出欠席の有無を確
認します。 

  
＜委員会報告＞ 
・ライラ実行委員会よりお知らせ 
 委員の方にお知らせです。 
２月１７日(火)例会終了後この会場にて第３回実行 
委員会を開催します。 

 
＜プログラム＞ 
 ◇担当：会長・幹事 
 
  特別会費より 
  財団ポールハリスフェロー２名 
  米山功労者       １名の抽選を行います。 
  (厳正な抽選の結果) 
 
  財団ポールハリスフェローには、 
    今井重朗君、渡邊嘉子君が当選しました。 
  米山功労者には 
    土田 裕君が当選しました。 

 
  続いて渡邊嘉子会長の卓話 
  「世界理解月刊について」 
   今月２月のテーマは世界理解月刊になります。 
  これは、１９０５年２月２３日がポールハリス、 

ガスターバス・ローア、シルベスター・シーハ、 
ハイラム・ショーレの４人がシカゴで初めて会合 
を開いた日で、この日はロータリーの創立記念日 
で「世界理解と平和の日」と定められています。 
よって２月は「世界理解月刊」と指定されていま
す。この月刊中、ロータリークラブは世界平和に
不可欠なものとして、理解と善意を強調するプロ
グラムを行うよう要請しています。 
 ２月に多くのクラブは国際的に活躍する卓話者
を手配したり、学校や大学から交換学生や留学生
をクラブ例会に招くなどして国際的な活動をして
います。または、この月刊を利用して国際奉仕活
動を考えたり、始めたりするのに格好な月となっ
ています。しかしながら、この世界理解月刊とい
うのは今年が最後になります。次年度２０１５年
７月１日からはＲＩ理事会で決定された新しい月
間テーマとなります。それは、昨年ガバナー事務
所で次年度の方針を話していて変更になったと聞
きました。ちなみに来年の２月のテーマは「平和
と紛争予防／紛争解決月刊」という、今日の日本
にとっては、何とも言えないテーマがついていま
す。そして、今までは年間に１０のテーマでやっ
ていましたが、次年度より５月もテーマが入って
年度初めの７月以外１１ヶ月にテーマがつきまし
た。 
 



今年度まで  月 次年度より 

会員増強及び拡大月間 ８月 会員増強・拡大月間 

新世代のための月間 ９月 基本的教育と識字率向上月間 

職業奉仕月間と 

米山月間 

10月 経済と地域社会の発展月間・ 

米山月間 

ロータリー財団月間 11月 ロータリー財団月刊 

家族月刊 12月 疾病予防と治療月間 

ロータリー理解推進月間 1月 職業奉仕月間 

世界理解月間 ２月 平和と紛争／紛争解決月間 

識字率向上月間 ３月 水と衛生月間 

ロータリー雑誌月間 ４月 母子の健康月間 

テーマなし ５月 青少年奉仕月間 

ロータリー親睦活動月間 ６月 ロータリー親睦活動月間 

となっています。 
次年度山田エレクトよろしくお願いします。 

 
時間が少し余ったので小川信正副幹事から近況報告！ 
今日の出来事で嬉しかった事。悲しかった事 
 
ニコニコボックス  
 
◇１月２０日坐禅、１月２３日家族新年会たくさんの
ご出席ありがとうございました。 

            会長 渡邊 嘉子君 
            幹事 草野  満君 
 

◇誕生祝いありがとうございます。 
 ついに自分の年を忘れてしまいました……トホホ… 
               会長 渡邊 嘉子君 
 
◇女房の誕生祝いありがとうございます。 
               幹事 草野  満君 
 
◇【家族新年会】は皆さんのおかげ様で、大盛況に開

催させて頂きまして大変ありがとうございました。 
  腹話術も恒例のセリ市も家族の皆さんにもお子さ

んにも十分お楽しみ頂けたことと思っております。
次の親睦行事も同様によろしくお願い致します。 

           親睦委員長 土田  裕 君 
               及び親睦委員会一同 
◇７７才になります。 
 この間スキーに行きました（赤倉、杉ノ原）８０才、

７９才、７７才３人、７４才４人、６０才３人 
 計１２人             遠山 悦男君 
  （いつまでもお元気で！ うらやましいです） 
 
◇先日は移動例会で観音寺の坐禅体験ありがとうござ 
いました。檀徒を代表し阿部住職に代わり御礼申し 
上げます。            目黒 正文君 

◇１月２３日の家族新年会に大勢参加させて頂きあ 
りがとうございました。 

  親睦委員会の皆様ごくろうさまでした。 
                  川﨑 松雄君 
 
◇お蔭様で女房も順調に年を重ねて今年も無事誕生日

を迎えることができました。 
誕生祝いありがとうございます。 

                   佐々木健哉君 
 
◇誕生日祝ありがとうごあいます。もう４年で年金受
給年齢になります。年金はいらないのでこのままで
いたいのでお願いに行きたいのですが、どこに行け
ば受付できるのか誰か知らないでしょうか。 
 お願いします。            赤井田幸一君 
（いらないなら私に恵んで！） 
 

◇１／２３家族新年会では皆様方のご協力で完売する
事が出来ました。クラブにも多少利益が出て良か
ったです。感謝！感謝！    川名 一弘君 

 ◇２０日の観音寺様での坐禅体験に於きましては、
大勢のご参加をいただきありがとうございました。 

  ご住職で会員の阿部正機君には大変お世話になり
ました。特に通常のお斎のメニューに２品もプラ
スして頂きありがとうございました。 

  また、今年の家族新年会は娘夫婦と２家族で参加
させていただきましたが大盛況でとても楽しく過
ごさせていただきました。親睦委員会の皆様有難
うございました。    

国際奉仕委員長  青柳 敏明君 
    

（大枚を頂き感謝申し上げます！） 
 

 ◇家内の誕生祝い ありがとうございます。 
  ２人でおいしく頂きます。 
                  小林 国夫君 
 
◇昨日、山田さんと草野さんのおかげで春日君が入 
会の意志をかためました。入会は早くて７月から 
…少しでも入会が早くなるよう五十嵐君と小林一 
大君と交渉していきます。それでは早退致します。 

                  望月   治君 
 
  ◇家族新年会オークション売上より 12,400円 
 
  本日の合計 34,400円  （累計 271,400円） 
 
財団ボックス 
  
 ◇ポールハリスフェローありがとうございます。 
               会長 渡邊 嘉子君 
 
 ◇ニコニコと同文です。      川崎 松雄君 
 
 (またまた大枚を頂き感謝申し上げます。)       
 
  本日の合計  6,000円 （累計 35,990円） 
 
米山ボックス 
 
 ◇はじめて米山功労者の抽選に当選しました。米山

氏のロータリーの業績に恥じない品行方正は清く
正しい生活をおくるよう心がけて参りたいと思い
ます。             土田  裕君 

   
 ◇結婚記念日の御祝い有難うございます。 
  昔は３名の仲間がいましたが、他の方はあちらの 

国へ旅立ってしまいました。私はまだここにいた 
いので迎えに来ないで下さい。  川名 一弘君 
 

◇かあちゃんの誕生祝いありがとうございました。 
  いくつになったのでしょう？ 
                  小川 信正君 

 
本日の合計  3,000円  （累計 48,346円） 

 
＜点 鐘＞ 
  本日の例会を終わります。 
 
 


