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＜点   鐘＞ 新津中央 RC  望月 治会長 
 
＜ソング＞  我等の生業 
 
＜握手タイム＞ お休み。状況を見ながら再開します。 
 
＜会長挨拶＞ 新津中央 RC  望月 治会長 
・久しぶりの例会、皆様方とお会いできとても喜んでいます。 
・２月は「平和と紛争解決月間」、そして２月２３日から１週間は世界理解と平和週間でした。残念ながらこの期

間中ロシアがウクライナに対して軍事侵攻をしました。ロシアの軍事侵攻が早期に終わることを願いつつ、ロー

タリーアンとして何ができるか考えなくてはなりません。 
・３月はロータリーの年間行事は「水と衛生月間」です。次回以降にその話をさせていただきます。 
・１月に入会申込書をいただいた石澤さんに本日からおこしいただきました。入会式をこの後行います。 
・本日は米山記念奨学生のホルさんに来ていただいています。この後ホルさんから報告していただきます。 
・しばらくはお弁当持ち帰りスタイルとなります。早く皆様方と食事をしての例会になることを願っています。 
 
＜ゲ ス ト＞ 米山記念奨学生 ホルさん             
 
＜ビジター＞ いらっしゃいませんでした。 
 
＜新入会員入会式＞ 石澤 清美君 
佐々木 健哉会員増強委員長より石澤君の紹介、大竹 一希君より紹介のきっかけなどをお話していただき 
石澤くんより入会の挨拶と抱負をいただきました。今後ともよろしくお願いします。一緒にロータリーを楽しみま

しょう。 
 
＜卓上花＞ 花 名 桃(バラ科) 原産地：中国 花言葉：天涯無敵、気立ての良さ 生産地：群馬県みどり市 
          菜の花(アブラナ科) 原産地：地中海沿岸 花言葉：快活、明るい 生産地：南房総市 
       
＜会員誕生日祝い＞  
 ２月１１日 渡邊 嘉子君  ・１９日 赤井田 幸一君 
 ３月１５日 大倉 一志君  ・１９日 東村 里恵子君  ・３０日 齋藤 嘉昭君  
 
＜結婚記念日＞ 
 ２月１５日 川名 一弘君 淳子さん  
 ３月１８日 小川 信正君 松子さん ・２１日 齋藤 嘉昭君 朋子さん 

・２４日 風間 啓一郎君 真由美さん ・３１日 石澤 清美君 晃さん 
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２０２１—２０２２年度クラブテーマ                   

「クラブの調和」共に語り、共に行動（奉仕）し、共に楽しもう！   ２０２２年３月第２例会 

                                    (２０２２年３月８日） 



＜パートナー誕生日祝い＞ 
 ２月 １日 佐々木 節子さん ・１６日 小川 松子さん ・２０日 五十嵐 幸代さん 
 ３月２９日 赤井田 茂子さん ・３０日 川名 淳子さん  
 
 
＜幹事報告＞ 五十嵐 純一幹事 
① 「ロータリーの友」購読料改定のお知らせ 
② ロータリー奉仕デー実行委員会プレ会議資料送付について 
③ 第１回ロータリー奉仕デー実行委員会開催案内について 
④ 米山記念奨学期間終了者の終了式・歓送会の報告 
⑤ 国際ロータリー第 2560 地区 2021₋2022 年度 RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会の案内について 
⑥ 第 2560 地区ガバナーノミニーデジグネート決定のお知らせ 長岡ロータリークラブ 南雲 博文氏 
⑦ 第 3 分区緊急拡大会長・幹事会の開催について 
⑧ 不審な✉に関する注意喚起について 
⑨ 新潟北ロータリークラブ例会会場変更のお知らせ 4 月より新潟東映ホテル 
⑩ 2022-2023 年度ロータリー財団地区補助金の活用に係る申請受付について 
⑪ 小千谷ロータリークラブ 60 周年記念式典延期について 1 年間延期 
⑫ 2022-2023 年度 地区役員委嘱状交付 渡邊 嘉子君 齋藤 嘉昭君 
⑬ 2021-2022 年度 地区大会の案内について 

 
＜委員会報告＞  
 諸橋 敏松君 ・FM にいつ募金のお礼 ・次年度組織表について ・ロータリー財団セミナー出席報告 
                              
＜プログラム＞ 米山記念奨学生 ホルさんより報告 
３月５日開催の米山記念奨学生終了式に継続生として参加されたホルさん、コロナ禍で人と人との交流が難しい中、 
奨学生同士の交流がとても貴重であり、学びと喜び楽しみとなっていると述べられました。 
その後プロジェクターを使用しながら内モンゴルの旧正月チャガーンサル(白い月)についてお話ししていただきま

した。古くからの伝統、作法、食べ物など、たいへん興味深く拝聴しました。 
 
＜出席報告＞ 
前回の訂正  ありませんでした。 
本日の出席  会 員２５名中１５名出席  ６０％ 
※１００％出席報告は来週行います。 
 

ニコニコボックス 

・ようやく、例会も再開され皆様にお会いできて良かったです。 
 ようこそ石澤さん、楽しく一緒にクラブ活動よろしくお願いします。 
 ホルさん、民族衣装で例会来訪おまちしております。皆様まだまだ、コロナには気を付け良い春を迎えましょう

♪                                  望月 治会長・五十嵐 純一幹事 
 
・石澤清美さん、入会ありがとうございます。楽しいロータリークラブにしましょう！      川﨑 松雄君 
 
・石澤清美さん、入会ありがとうございました。又、２月１日の妻の誕生日祝いを川名さんより奇麗な花を届けて

いただきました。有難うございました。                         佐々木 健哉君 
 
・久しぶりの例会で外は晴れて春を感じます。誕生日祝いありがとうございます。女房と私 2 人で大変ありがとう

ございます。石澤さん、入会ありがとうございます。宜しくお願いします。         赤井田 幸一君 
 
・石澤清美さんの御入会を心から歓迎いたします。                      川名 一弘君 
 
・結婚記念日４０周年と妻の誕生日祝い有難うございました。金婚式をめざして頑張ります。   川名 一弘君 
 
・妻の誕生日記念と結婚記念を頂きありがとうございます。石澤清美さん新津中央ロータリー入会ありがとうござ

います。楽しいロータリー活動をしましょう！！料理教えてもらいます。           小川 信正君 
 



・石澤清美さん、入会おめでとうございます。ようやく当クラブも３人官女が揃いました。雰囲気が大変良い方に

変わると思います。石澤さんも楽しんで下さい。                      山田 道夫君 
 
・誕生記念をありがとうございます。あっというまに６２才になりました。           齋藤 嘉昭君 
 
・結婚記念をありがとうございます。忘れている間に３５年を迎えました。           齋藤 嘉昭君 
 
・石澤清美さん、宜しくお願いします。清く心の美しい諸橋です。               諸橋 敏松君 
 
本日の合計 13,000 円（累計 166,000 円） 
ニコニコボックスとは・・会員が受益者とならないクラブの奉仕活動資金です。 
今年度の目標金額は 一人 15,000 円で 330,000 円です。（目標達成まであと 174,000 円） 
 

財団ボックス 

・誕生日祝ありがとうございます。石澤さん、入会ありがとうございます。よろしくお願いします。又川名さん、

いつも素晴らしいお花ありがとうございます。                      赤井田 幸一君 
 
・財団ＢＯＸのご協力有難うございました。                         川名 一弘君 
 
・２月２６日にＡＮＡクラウンプラザホテル新潟にロータリー財団セミナーに次年度井浦行重財団委員長と行って

来ました。交通費ありがとうございました。                        諸橋 敏松君 
 

コインボックス ￥４，６５０ー 
 

本日の合計 7,650 円（累計 391,055 円） 
財団ボックスのお金はクラブ、地区を通じて実施される、承認された人道的・教育活動を支援する為に寄付をし

ています。 
今年度の目標金額は 一人 180$で 439,560 円です。（目標達成まであと 56,030 円） 

 

米山ボックス 

・誕生日祝ありがとうございます。女房と私 2 人です。大変ありがとうございます。又石澤さん入会ありがとうご

ざいます。よろしくお願いします。                           赤井田 幸一君 
 
・石澤さん、入会ありがとうございます。今日から仲間です。よろしくお願いします。ホルさん、先日は修了式に

参加していただいてありがとうございました。また、カウンセラー研修会の卓話もよろしくお願いします。 
 誕生祝いありがとうございました。やっと２８才？になりました？今後ともよろしくお願いします。 
                                             渡邊 嘉子君 
 
・ホルさん、今年も宜しくお願い致します。ホルさんプロジェクトがスタートだと聞いています。 諸橋 敏松君 
 
・ホルさん、お久しぶりです。例会が再開して良かったです！ 
 石澤さん、入会おめでとうございます！やっと例会参加できましたね！宜しくお願いします。  大竹 一希君 
 
・石澤さん、ご入会おめでとうございます。よろしくお願い致します。             遠山 博文君 
 

コインボックス ￥４，０４０ 
 

本日の合計 9,040 円 (累計 251,604 円） 
米山ボックスのお金は外国人留学生に奨学金を支給・支援する為に使われ、将来日本と世界の架け橋となる人材

やロータリーの良き理解者となるよう育成します。 
今年度の目標金額は 一人 20,000 円で 440,000 円です。（目標達成まであと 188,396 円） 
 
 

 



 


