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新潟 R2 月第 1例会 (2017.2.7) №３１６９ 

 

(1) 「君が代」斉唱  

ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

(2) 宇尾野 隆会長挨拶 

世界理解と平和の日 

2月に入りました。今月は、平和と紛争予防、紛争解決月間で

あります。そして 23日は、ポール・ハリスと 3人の友人がシカゴ

で初めて会合を開いた、ロータリーの創立記念日にあたります。

また、国際ロータリーではこの日を「世界理解と平和の日」と定

め国際理解と友情と平和に向けて貢献することを強調していま

す。 

ロータリーにおける世界理解と平和への取組は、1921年のス

コットランド・エジンバラ大会から始まりました。 

その時、ロータリーの網領の中に「奉仕の理想に結ばれた事

業と専門職に携わる人の世界的親交によって、国際間の理解

と親善と平和を推進すること」という項目が組み入れられ、その

後、世界中のロータリアンは色々なプログラムで世界平和につ

いて視野を広め、世界平和を声高く表明してまいりました。 

また、現在ではロータリー平和センターを世界 7 ヶ所に開設し、

2002年より国際問題の研究を開始しています。このロータリー

平和センターは著名な大学と協力関係を結び、平和、紛争を

はじめ世界理解の分野における最先端の研究を行ない、これ

に多くの団体をリンクさせ紛争を解決するように努め、世界平

和に貢献するという大きな目標を掲げています。また、このセ

ンターは平和の担手となる人材育成の場であり、研究に従事

する人（ロータリー平和フェロー）には、ロータリー世界平和奨

学金が支給されています。 

7つのセンターの提携大学は米国のデューク大学・ノースカロ

ライナ大学の共同施設・日本の国際基督教大学、英国のブラ

ッドフォード大学、オーストラリアのクイーンズランド大学、スウ

ェーデン・ウプサラ大学、タイのチュラロンコーン大学でありま

す。国際難民高等弁務官を努められたことで有名な緒方貞子

さんは、このロータリー世界平和奨学金で研究した平和フェロ

ーであります。 

 

２私はロータリーの世界平和について考えるとき、新潟ロータリ

ー創立 70周年記念誌に記載されている伊藤文吉さんの言葉

を思い浮かべます。伊藤文吉さんは、チャーターメンバーの

お一人で、あの新潟火曜クラブ時代の 1945年 9月～1949年

6月まで会長を務められた方であります。伊藤文吉さんはこの

ようにおっしゃっています。 

「国際性を嫌う傾向は未だに存在している。馬鹿げた第二次

世界大戦はそれで起こり、第三次世界大戦が起こるとすれば、

やはりその国際性の欠如が必ず原因する。その不幸を人類の

ために未然に防ぐのがロータリーの神聖な存在理由である。

その不平を耳にするとき私は、いつも心で泣いている。而して

自分の努力の足りぬところを天を仰いで恥じている。ロータリ

ーから国際性を取り除いたら『ゼロ』に近いものである。英語を

あやつる必要はない。ロータリー全員がこの国際性に目ざめる

ように優しく努力をつづけることを同志に誓うものである。」 

現在、世界各国が民族主義に向かうなか、本当に今でも通用

する国際理解の重要性を感じさせる言葉だと思います。 

 以上をもちまして、ご挨拶とさせていただきます。 

 

(3) １００％出席バッチの贈呈 

安藤  智君 3年  鈴木 滋弥君 25年 

(4) 誕生日お祝い贈呈(１０名) 

(5) 結婚記念日お祝いの紹介(５名) 

(6) 半期決算報告（吉田会計） 

  敦井 栄一監査役より監査報告 

(7) 各種ご寄付の発表 

ロータリー財団寄付発表(樋熊 紀雄委員長) 

敦井 栄一君 宇尾野 隆君 

米山奨学会寄付発表(小林 敬直委員長) 

宇尾野 隆君 山田 治伸君 

亀田 制作君  

 

 2016-17年度 

国際ロータリー会長 

ジョン F．ジャーム 
 

2016～17年度 
新潟ロータリークラブ会長 

 
宇尾野 隆  

 
 

2016-17年度 

国際ロータリーのテーマ 

 



(8) ニコニコボックス紹介 

・宇尾野隆君 本日の講師アヘゴさんの卓話に感謝して。 

・森安 千博君 先週、娘が都内の私立高校に合格しまし

た。第一希望校ではありませんでしたが、家族で喜びを分

かち合い、幸せな週末を過ごすことが出来ましたのでニコ

ニコします。 

・山田 治伸君 先週、初孫が産まれました。山形県のお

酒「初孫」で乾杯しました。 

・山本 泰仁君 昨年、ご好評頂いた「一番搾り新潟づくり」

が今年は「一番搾り新潟に乾杯」に名前を一新し 4/4に発

売になります。この商品の売り上げから１本１円を糸魚川大

規模火災の復興支援として寄付することに致しました。ビ

ールという身近な商品で糸魚川への復興支援の輪を広く

県民全体に広げていければと思います。皆様も４月になり

ましたら、是非、ご購入願います。 

・長谷川秀彦君 今年もサラリーマン川柳の季節が来まし

た。新潟支社にご応募頂いた作品が５００作品超え。厳選

なる選考の結果、新潟支社優秀作品等選出されました。我

がロータリーの小林さんの作品 

「ガラケイを こすりポケモン GOのふり」 

が優秀作品ベスト１０に入りました。今後は、本社での選考

を踏まえて全国ベスト 100作品による投票キャンペーンが

実施されます。またご案内しますので、お楽しみに。 

また、昨日、新潟県と高齢者の見守り活動の協定を結びま

した。新潟日報さんと毎日新聞にも記事が出ました。営業

活動中、高齢者の体調不良などに気づいたら関係機関に

連絡するほか、路上で様子のおかしい高齢者に声をかけ

る等して見守る活動が地域社会貢献活動として評価頂きま

した。今後も県内１０００名を超す社員とともに、県内に安心

の絆をお届けしていきます。 

(9) 幹事報告（内田 直紀幹事） 

・2017-18年度版 ロータリー手帳（１部６４８円）ご希望の方

は、２月２５日までにクラブ事務局にお申込み願います。 

(10) 卓話「私の夢、今、これから」 

新潟医療福祉大学 医療福祉学研究科 

医療福祉学専攻 博士後期課程 

義肢装具士 アドゥアヨム アヘゴ アクエテビ 氏 

(元米山奨学生) 

 

 

 

(11) ２月 ７日例会の出席率 ７６．６０ ％ 

会員数９９名（出席免除会員 ８名） 

出席者７２名（出席免除会員３名を含む） 

 (2週間前メーク後 ８３．３４ ％) 

２月２１日は、２３日に開催される市内７RC合同例会

の振替により例会を開催致しません。 

合同例会 ２月２３日（木） 新潟 RCホスト 

午後６時受付 ６時３０開会 於 イタリア軒 

 

新潟ロータリークラブホームページアドレス 

http://www.niigatarc.jp/ 

 

 

 

ロータリー保育園節分豆まき訪問報告 

２０１７．２．３ 

社会奉仕員長 小林建 

 

 恒例のロータリー保育園豆まきに行って参りました。

今回の鬼役は私とドコモの竹内さんとで務めました。両

名とも初めての大役でしたが、園長先生の指導のもと

何とか出来たかなと自負しております。特に竹内さんは

この日のために赤いジャージを購入し、その赤鬼の完

成度は一際高く、子供達の涙と笑いをかっていました。

２匹の鬼が、子供達の心の中の悪いオニを山に持ち帰

るという設定で、最後に鬼のパンツ（フニクリフニクラの

メロディーで、オニのパンツは良いパンツ～と歌う例の

歌、懐かしい～）を一緒に踊り終わりました。職員さん

向けの給食（園内調理！）も頂きました。久しぶりに子

供を追いかけ回し楽しい一時でした。お菓子の手配を

頂いた里仙さんありがとうございました。 

（園長先生がローターアクトの方がプール清掃を手伝

ってくれたと感謝していました） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.niigatarc.jp/


 

 
２月７日 理事会報告 出席者１３名 

1 半期決算について 

会計吉田より資料に基づき説明があり、報告があり承

認された。 

2  後藤司郎さんの出席規定免除の件 

連絡を取り継続の議題とすることとした。 

3  新潟市内７RC合同例会について(出欠状況) 

内田幹事より資料に基づき２月２３日合同例会の現在

の出席状況が資料に基づき説明された。 

（予算２５０人のところ、現在の出席者２４９名） 

理事（SAA も含む）は５時３０分に集合することが決

まった。 

4  NPO法人国際ロータリー日本青少年交換委員会が

多地区合同奉仕活動であることを承認する件 

宇尾野会長より委員会の開催状況及び検討内容が報告

された。 

地区への回答として、反対として回答し、地区へ委員

会の検討の内容の要望書をつけ、回答する 

承認された。また新潟ロータリークラブの青少年交換

事業のあり方の検討結果について報告があり先週のア

ンケート５０人の回答について、ホームステイ受け入

れ可能３名その中で自分以外周辺の方８名、との結果

の報告があった。 

5  夜例会の持ち方について 

次回の議題とした。 

6  ２月のプログラム=承認 

２月７日  卓話「私の夢、今、これから」 

新潟医療福祉大学 医療福祉学研究科  

医療福祉学専攻 博士後期課程 

義肢装具士 アドゥアヨム アヘゴ アクエテビ氏 

２月１４日 卓話「アフリカの保健医療活動から学ん

だ平和と紛争予防の大切さ」  

 新潟医療福祉大学 

 看護学科 講師 金子 佳世 氏 

２月２１日 合同例会の振替休会 

２月２３日 新潟市内７RC 合同例会 イタリア軒 

６時受付 ６時 30分開会 

２月２８日 新潟ローターアクトクラブ 大倉会長 

報告事項 

・ 新年会家族会収支について 内田幹事より新年会収

支の報告があった。 

・ 会長幹事会報告 内田幹事より２月議題は関屋分水

路 桜並木看板支払いの件で報告があった・ 

（市内５RC の負担額は 85,418 円（10/11 の五等分 

五十六会 42,710円（1/11） 

・ 連合事務局負担軽減について、報告があった。 

・ 次回開催３月７日の１１時３０分とすることが報告

された。 


