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国歌「君が代」　ロータリーソング「奉仕の理想」

1）富山 修一 会長挨拶

　4月27日に18名で拡大会員増強委員会を「蛍」で開
催いたしました。皆様ありがとうございました。
　今日は国歌「君が代」の話をいたします。この歌は
10世紀に制定された古今和歌集から、小山作之助氏が
抜粋し明治2年にイギリス公使館、軍楽隊長のフェント
ンが作曲しましたが西洋風で日本人になじまず、その後
に宮内省式部職雅楽課の奥好義が作曲し日本海軍軍楽教
師のドイツ人エッケルトが和声を取り入れて今の曲に編
曲したものです。国家平安の歌として親しまれ、明治
36年ドイツで行われた「世界国歌コンクール」で一等
賞を受賞。戦後GHQの指導で全面禁止となりましたし、
昭和21年の11月3日の憲法公布記念式典では「君が代」
ではなく「われらの日本」が歌われました。その後平成
11年にようやく「国旗及び国歌に関する法律」が制定
され正式な「国歌」となりました。

2）今週の花：「シャクヤク」　花言葉：「謙虚」「恥じらい」

3）100%出席バッジの贈呈（西潟 健徳 委員長）
小川 博己 君 2年 2016/5/18
袖山 健一 君 6年 2012/5/9
大塚 善紀 君 17年 2001/5/16

4）誕生・結婚記念お祝い品の贈呈（馬場　工 副委員長）
　誕生日

原　　 正 君 5月　3日

櫻井 英喜 君 5月　 7日
濱田　 守 君 5月　17日
堀　 敬介 君 5月　30日
大谷 勝彦 君 5月　30日

　結婚記念日
樋口 克也 君＊清美さん 5月　 2日
原　　 正 君＊由紀さん 5月　10日
宮尾 益佳 君＊統子さん 5月　15日
藤枝 　恵 君＊京子さん 5月　17日
加藤 祐介 君＊いづみさん 5月　17日
山本 剛史 君＊真奈美さん 5月　17日
羽豆 史郎 君＊実木子さん 5月　21日
山田 雄治 君＊かよ子さん 5月　22日
田村 淑文 君＊聡子さん 5月　27日
風間 士郎 君＊淳子さん 5月　28日
阿部 正喜 君＊智子さん 5月　29日
藤田 英樹 君＊ひとみさん 5月　30日
堀江 英年 君＊洋子さん 5月　30日

　特別結婚記念お祝いの贈呈：山田 雄治 君  銀婚式

5）事業所創業記念お祝い品の贈呈（西潟 健徳 委員長）
久住　 健 君 久住電気㈱ T 7年5月 1日



髙橋　 登 君 ㈱吉池 T 9年5月 3日
細田　 康 君 朝日酒造㈱ T 9年5月16日
長谷川雄一 君 ㈱長谷川電気工業所 S21年5月 1日
荻荘 賢一 君 ㈱荻荘電機 S35年5月 1日
浅川　 進 君 ㈱クラビス S40年5月 1日
高橋 秀彰 君 ㈱大建建設 S43年5月20日
村尾 建治 君 ㈱村尾技建 S50年5月 2日
原　　 正 君 ㈱ケンユウ H 9年5月30日
中川 宏紀 君 ㈱沼垂不動産 H13年5月 7日

6）委員会報告
　・ロータリー財団委員会（田村 淑文 幹事）

藤田 英樹 君  ポリオ＄10 （＄60）
北川 栄資 君 ＄100 ポリオ＄10 （＄16,002）
斎藤 秀明 君  ポリオ＄10 （＄2,650）
田村 淑文 君 ＄50 　 （＄2,200）
田中 雅史 君 ＄100 　 （＄7,672）
富山 修一 君 ＄100 　 （＄2,300）
山本 和則 君 ＄100 　 （＄17,062）

　・米山奨学委員会（田村 淑文 幹事）
細田　 康 君 ￥10,000 （￥36,000）
兵藤 邦広 君 ￥5,000 （￥1,019,000）
北川 栄資 君 ￥10,000 （￥1,701,000）
森田 順一 君 ￥10,000 （￥179,000）
田村 淑文 君 ￥5,000 （￥210,000）

田中 雅史 君 ￥10,000 （￥831,500）
渡邉 裕導 君 ￥5,000 （￥7,000）
山本 和則 君 ￥10,000 （￥1,421,500）

7）ニコニコボックス紹介（西潟 健徳 委員長）
北川栄資君…4月29日家族でプライベートゴルフに行き、
人生初のホールインワンをやっちゃいました。ここ4年
間1600回ショートホールを打ちましたが、入る時はあっ
けないものでした。スコアに1と書けたのが最高でした。
木山 光君…水野さん、本日は急なお願いにもかかわら
ずありがとうございます。また近いうちに飲みに行きま
しょう。本日はよろしくお願いします。

8）幹事報告　（田村 淑文 幹事）
 ・5月よりRI為替レートは1 ＄＝108円となります。

　東京の大学を卒業して、新潟に帰って市役所を志望しま
したが落ちてしまい民間の会社に就職。街づくりに関わり
たくて会社を辞めて新潟市役所に再び挑戦。運よく入るこ
とができました。
　AKB総選挙in新潟では、いち民間のイベントを官公庁
がバックアップするのは全国的にも前例がありませんでし
た。公費を使わないと決め、各団体や商工会さん、交通機
関にご協力いただいて成功することができました。その時
に、イベントはもう官公庁だけでやるものじゃなく、民間
団体、企業とともに「オール新潟」の体制で盛り上げて
やっていくのかなと感じました。ハードではなくソフトで
どうやるのかというのを身をもって体験したと思います。
　そういうことがあって、新潟開港150周年をオール新潟
で取り組めるように考えています。新潟市、佐渡市（両津
港）、聖籠町（東港）、そして新潟県、経済団体、非常に多
くの皆様、現在165機関にご協力をいただいております。
周年の祝事ではありますがこれを契機に新しい新潟をつ
くっていこうという取り組みです。
　具体的な事業としては、各団体がもともと予定していた
イベント等と連携して、1年間で200本近く予定されてい
ます。行政では港の振興策や整備ということで日本全国に

PRしていこう、今年
度は国外にもPRが掛
かっております。
　この7/14～29に「海
フェスタにいがた」を
やります。これは国交
省所管の全国規模のイ
ベントです。私たちは
予算を多くは持っていないのですが、ディズニーパレード、
ブルーインパルス、気象観測船などが手を挙げてください
ました。イベントとプレイベントが目白押しとなっていま
す。
　サポートメンバー「TEAM Nii port」として小林幸子さ
んをリーダーにたくさんの方々から集まっていただきまし
た。ほかにもNegiccoのラッピングバス、古町芸妓さんと
の「みなとまち新潟」スイーツの開発などがあります。
　いろいろ取り組んでいる中、150周年ということで新潟
市民も自身のプライドを持っていただければいいなと思い
ます。新潟を作っていくために、1人で500歩行くよりも
みんなが1歩行くことが出来ればいいのかなと思っていま
す。ありがとうございました。

《卓 話》
　「新潟開港150周年記念事業の取り組みについて」
　　新潟市地域・魅力創造部次長、政策監、2019年開港150周年推進課長　水野 利数 氏　

紹介者：木山 　光 君

会 員 数 算定対象者 出 席 者 出 席 率
105 102 85 83.33


