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国際ﾘｰﾀﾘｰ第 2560 地区 新津中央ロータリークラブ 

創 立：1978 年 10 月 2 日 

事務所：新潟県新潟市秋葉区新津本町 3 丁目 1 番 7 号 

    新津商工会議所内 ℡22－0121 FAX25－2332 

例会場：新潟県新潟市秋葉区新津本町 2 丁目 7 番 10 号 

一楽  ℡22－3155 

例会日：毎週火曜日 12:30～13:30 

会  長：渡 邊 嘉 子  

幹 事：草 野   満    ｸﾗﾌﾞ会報委員長：保 坂 勝 志 

2014～2015 年度 

国際ロータリー会長 

ゲイリーC．K．ホァン 

（台湾・台北 RC） 

ロータリーに耀きを 

 

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」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



☆☆☆第１６４７号（５）２０１４．７．２９ ☆☆☆ 

 

＜点     鐘＞ 

＜ソ  ン  グ＞  手に手つないで 

＜握手タイム＞ 

 

＜会 長 挨 拶＞  

 改めまして、こんにちは。 

 本日は新津 RC 山口会長、小柳幹事様をお迎えして

の例会となります。お越し下さいましてありがとうご

ざいました。本来は、私達の方が先に伺わなければな

らないところ親クラブの方々の表敬訪問に感謝致しま

す。 

さて、新津 RC 様は今年６０周年の記念すべき年に

なります。おめでとうございます。後程、一言お話を

お願いします。それから２５日の家族納涼会も無事楽

しく終わり、会長幹事と致しましては、まず１つ行事

が終わったな・・・・っとホッとしているところです。

土田親睦委員長さんはじめ皆様ありがとうございまし

た。 

次に８月２日（土）には、ロータリー財団の補助金

プロジェクトの「防犯パトロール」を行います。社会

奉仕活動として第１回目の新プロジェクトになります

ので、お忙しいとは思いますが、皆様のご参加ご協力

をよろしくお願い致します。 

本来はここで会長の時間として当クラブが今年度新

たに社会奉仕活動を行うということもあって、ロータ

リーとして１９０７年に初めて行われた最初の社会奉

仕活動について、お話をしようと思いましたが、新津

RC の方々のお話とクラブフォーラムがありますので

このお話は次の機会があればしようと思います。 

今日の例会もよろしくお願いします。 

 

＜ゲ ス ト＞   

  新津 RC 山口会長、小柳幹事 

＜ビ ジ タ ー＞   

   

＜卓  上  花＞  

花   名／ ユリ オリエンタル系 ユリ科 

品 種 名／ ピンク シェイラ 

       白   シベリア 

原 産 地／ 温帯地方 

生 産 地／ 魚沼市（堀之内） 

花  言  葉／ 白 純血  ピンク 思わせぶり 

 

＜お 食 事＞ 

 

＜幹事報告＞ 

１．RI 第 2560 地区ロータリー財団委員長渡邊敏彦

様、副委員長篠田昇様から第１回ロータリー財団

セミナーのご案内が届いております。  

    日時：2014年 8月 23日(土） 

       12：00～13：00昼食・受付 

13：00～16：00財団セミナー 

    会場：ANAクラウンプラザホテル新潟 2階 

       芙蓉西の間 

    財団委員長 風間啓一郎君の出席です。 

 ２．秋葉区献血推進協議会会長大島甚一郎様から 

秋葉区献血推進協議会「献血募金」の協力依頼(お

願い)が届いております。 

 ３．秋葉区役所総務課長(安心安全係)より平成 26年

「夏の交通安全事故防止運動」の実施について(お願 

 い)が届いております。 

 

＜委員会報告＞ 

・ロータリー財団委員長（風間啓一郎君）財団ボ

ックスを回します。 

＜プログラム＞ 

 ◇新津 RC山口会長。小柳幹事様からご挨拶を頂きま 

した。 

◇クラブフォーラム 

 各委員長から今年度事業計画及び目標を発表 

 ・会員増強委員会    今井重朗委員長 

 ・会員選考委員会    遠山悦男委員長 

 ・出席委員会      押味弘一委員長 

 ・プログラム委員会   小林国夫委員長 

 ・広報･クラブ会報･雑誌委員会 保坂勝志委員長 

 ・親睦（家族）委員会  土田裕委員長 

 ・社会奉仕委員会    佐々木健哉委員長 

 ・国際奉仕委員会    青柳敏明委員長 

 ・ロータリー財団委員会 風間啓一郎委員長 

 ・米山奨学委員会    山田道夫委員長 

 ・青少年奉仕委員会   小川信正委員長 

 ※ロータリー情報委員会、職業奉仕委員会の委員長 

は欠席 

 

＜出席報告＞ 

 前回の訂正  前回は家族納涼会で義務出席のため

100％に訂正 

 本日の出席  会員 28名中 19名出席で 67.86％ 

ニコニコボックス  

◇新津中央ロータリークラブの皆様今年度もよろしく

お願いします    新津 RC 会長  山口高司 様 

               幹事 小柳陽一  様 

◇新津 RCの山口会長、小柳幹事様 今日はお越し下さ

りありがとうございます。  会長 渡邊嘉子 君 

               幹事 草野 満 君 

◇家族納涼会にご利用ありがとうございました。 

                  渡邊嘉子 君 

◇今月は都合で例会が休みがちでした。大変すみませ

ん。来月から真面目に出席したいと思っています。 

                  佐々木健哉君 

◇家族納涼ビアパーテｲ―には、大勢の皆様とご家族の

皆様に御参加頂き大変楽しいビアパーテｲーとなっ

て誠に有難うございました。また競り市には山田さ



ん、川名さん御協力大変ありがとうございました。 

              土田裕親睦委員長 

親睦委員会一同 

◇新津 RC山口会長、小柳幹事のご来訪心より歓迎いた

します。今後もよろしくお願い致します。先週の家族

納涼パーテイの際、チャリテイオークションのご協力

に感謝申し上げます。         川名一弘君 

◇今年度新津 RC山口会長・小柳幹事、例会にご出席あ

りがとうございます。一年間よろしくお願い致します。 

                   小川信正君 

◇来週８月５日（火）術後１年半の定期検診のため例

会を休ませていただきます。     小林国夫君 

◇久しぶりに来ましたが早退します。  望月 治君 

 

    本日の合計 61,000円（累計 91,000 円） 

財団ボックス 

◇本日、財団ボックスにご協力お願いいたします。 

           財団委員長  風間啓一郎君 

 

 財団ボックス 本日 4,840円（累計 10,840円） 

 

＜点 鐘＞ 

 

第 2回理事会議事録 

開催日時：２０１４年７月２８日（火）18：30～ 

出席者：14名 

次    第 

１． 会長挨拶 

２． 本日の協議事項 

① 8．9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 予算について 

④ その他 

 あきはなびまつり協賛について 

     秋葉区献血推進協議会「献血募金」の協力 

について 

【８月の例会行事】 会員増強および拡大月間 

  第１例会 ８／５  会長・幹事   夜例会 

  第２例会 ８／１２ 会員増強委員会 

       今井重郎委員長担当 

       外部卓話 ｲﾗｽﾄﾚｰﾀｰ木原四郎様 

  第３例会 ８／１９ クラブ奉仕委員会 

       遠山悦男委員長担当 

  第４例会 ８／２６ 会員卓話 

            小林一大君 

  理事会  ８／２６（火）１８：３０～ 

【９月の例会行事】 新世代のための月間 

  第１例会 ９／２ ガバナー公式訪問 

  第２例会 ９／９ 青少年奉仕委員会 

       小川信正委員長担当 

       外部卓話 行政書士 石井英夫 

「エンデングノートの作り方」 

  第３例会 ９／１６ 17日（水）新津ＲＣ合同 

夜例会に振替のため休会 

  第４例会 ９／３０ 会員卓話  諸橋敏松君 

  理事会  ９／３０（火）１８：３０～ 

 クラブ内行事 

 ・８／２（土） 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・

こんばんわ市 防犯パトロール 

   １８：４５ 地域交流センター集合 

   １９；００ パトロール出発 

   終了後希望者による懇親会 

 ・８／５（火） 夜例会 一楽 １８：３０～ 

 ・９／２（火） ガバナー公式訪問 

    11：30～12：30会長・幹事との懇談会 

    12：30～13：30例会・ガバナー御講話 

    13：30～13：45記念写真撮影会 

    14：00～15：00クラブ協議会 

    15：30～17：00懇親会（義務出席） 

 ・９／１７（火）新津 RCとの合同夜例会 

    ホテル美好 18：30～ 

地域行事 

  ８／２３（土） 第 1回ロータリー財団セミナー 

          会場：ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ新潟 

          12：30～13：00 受付 

          13：00～14：30 セミナー 

          風間啓一郎委員長出席 

  ８／２５（月） 社会奉仕委員会会議 

          会場：JA越後おぢや 

「ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ」 

   佐々木健哉委員長出席 

  ８／３０（土） 米山奨学生親睦交流会 

          行き先」柏崎方面 

          小川信正カウンセラー、 

ソ・ブンキン留学生参加予定 

  ９／２７～ 

    ２８（日） 第 14回ライラ研修 

          会場：新潟経営大学、湯田上温泉 

            登録料：1 万円 

                       8/11 申込締切 研修生 2 名出席予定 

川名地区委員 

   １０／９（木）  地区大会記念ゴルフ大会 

          会場：小千谷カントリークラブ 

            参加費 3,000円 個人負担 2,000円 

クラブ負担 1,000円  

団体戦エントリー1万円クラブ負担 

8/31申込締切 

予算について  2014～2015年度 予算書（案）について協議 

        緊迫した予算書であるが必要最低限経費節約

に努め会員が協力して会員の増強を図る。必

要であれば基金の取り崩し等についても検討

する。 

地域行事 

 その他 ・あきはなびまつり協賛について 

      昨年１尺玉（６万円）を新津ＲＣと折半にて協賛 



     ・秋葉区献血推進協議会「献血募金」の協力につい 

 て 

 例年１万円にて協力 

上記については前年度第１２回理事会にて前年 

度と同様で行うことで承認済み 


