
         

 

☆☆☆第１６５９号（１７）２０１４．１０．２８ ☆☆☆ 

 
＜点     鐘＞ 
 
＜ソ  ン  グ＞   
 手に手つないで 
 
＜握手タイム＞ 
 
＜会 長 挨 拶＞ 皆様こんにちは 
  あっという間で１０月も最終例会です。今日もよ
ろしくお願いします。 
さて、先日１０月２５日(土)２６日(日)と地区大会

が行われ、１日目は小千谷市総合産業会館サンプラ
ザでガバナー補佐、地区委員長、会長、幹事会議が
行われ、私と草野幹事と出席致しました。 
内容はＲＩ会長代理田中作次様ご入場から始まり

ガバナー挨拶、ＲＩ会長代理挨拶、各ガバナー補佐、
各委員長の報告等があり、セミナーはロータリー地
域協働ネットワークセンター長鈴木重壱様の「ロー
タリーの発展は地域との絆にあり」というお話でし
た。そして、ＲＩ会長代理歓迎晩餐会が行われ、ア
トラクションは小千谷ロータリー混声合唱クラブと
いう歌の好きなロータリー会員と配偶者による合唱
でした。我がクラブにも歌好きがたくさんいらっし
ゃいますし、ゴルフサークルばかりでなく、合唱サ
ークルもいいネと幹事と話をしました。皆様いかが
でしょうか？（笑） 
そして、２日目は小千谷市総合体育館で行われ、

先回は体育館へ行った時寒かったのですが、今回は
天気も良かったので暑いくらいでした。 
この日もまたＲＩ会長代理田中作次様ご入場から

始まりガバナー挨拶、来賓挨拶、ＲＩ会長代理挨拶
並びにメッセージ、ガバナー補佐によるクラブ紹介
等がありました。そして、やっと我がクラブ唯一の
出番であるクラブ表彰となりましたが、時間が押し
ていて代表で第 1 分区のみの表彰で、他分区は壇上
で立つだけとなってしまいました。（残念） 
そして、昼食後はロータリー家族の時間の活動報

告として青少年奉仕委員会、青少年交換委員会、米
山記念奨学委員会、ロータリー財団委員会より 8 名
の発表があり、その中で青少年奉仕委員会ライラ研
修生代表として当クラブの研修生で新津新聞販売セ
ンター社員の石川和夫君より報告がありました。と
ても堂々と発表していて良かったと思います。 
その他、私個人の感じたことですが、モンゴルか

らの米山記念奨学生のバトーエルデネ・ボロルさん
のお話は、今までの奨学生の中でも何故か心に訴え

かけるものがありました。やはり米山奨学生制度も
必要なんだな…と思いました。 
そして、記念講演として水谷修先生の「あした、

笑顔になぁれ……夜回り先生、いのちの授業」が行
われました。先生は現在５８歳で３５歳から２３年
間、今も夜回りを続けています。薬物乱用、ひきこ
もり、リストカット、不登校、いじめ等、現代の子
供達の抱える問題が深刻なものとなってきている中
で先生は「いいんだよ」と彼等を認めそして彼等の
信頼を得ています。子供達のすべてを受け入れてく
れ信頼できる相手や心から安らげる場所が必要なの
だろうと思います。そういう先生でも助けられなか
った子供達が沢山いるということでした。先生は自
分がガンなのにもかかわらず、これからも夜回りを
続けていくというお話でした。ロータリアンとして
というよりも人間として考えさせられる講演でした。
参加された方は、どう感じられたでしょうか？ 
最後になりましたが、草野、小川、山田、佐々木、

風間、小林(国)、川名、押味、保坂各位様お忙しい中、
地区大会に御参加いただき大変ありがとうございま
した。 
今月最後となりましたが目黒正文職業奉仕委員長

指揮で「四つのテスト」を唱和しましょう！ 
「唱和」 

 
＜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／  ガーベラ  菊科 
原 産 地／ 南アフリカ 
生 産 地／ 愛知県碧南市 
花  言  葉／ 崇高美(ピンク) 
       神 秘(橙)（赤） 
 葉はガーベラではなくドラセナサンデリアーナ 
という植物です。花言葉は幸せな恋です。 
ガーベラは青紫を除いた花がほんとであり、花の 

大小さき方では一重、八重、スパイダー咲等があり 
ます。 
 

＜お 食 事＞ 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」 



＜幹事報告＞ 
  ・ＲＩ第 2560地区米山記念奨学委員会委員長 

安藤幸夫様から 
燕ＲＣより米山奨学生と中学生の「異文化相互理
解セミナー開催のご案内」が米山奨学生に招聘の
お願いが届いております。 
開催日時：2014年 12月 5日（金） 
会  場：燕市立燕中学校 

  締  切：10月 29日(水) 
 
 ・ＲＩ第 2560地区 2014‐2015年度 
  ガバナー 佐々木昌敏様 
  地区大会実行委員長 星野徹也様 
  ゴルフ大会実行委員長 小片龍夫様から 
  地区大会記念親睦ゴルフ大会「個人戦賞品送付先 

ご連絡のお願い」が届いております。 
別紙にて 10月 31日(金)までにお知らせ下さいと 
のことです。なお、当クラブの該当者は 3名です。  

 ・新津商工会議所会頭 古川賢一様より 
  「第 39回会員大会開催のご案内」が届いておりま

す。   
  日      時：平成２６年１１月２１日(金) 

１４：３０～ 
  場     所：(株)新森 
  受     付：１４：００～ 
  記 念 講 演：１４：３０～１６：００ 
  表 彰 式 典：１６：３０～１７：００ 
  祝賀ﾊﾟｰﾃｨｰ ：１７：２０～１８：３０ 
    締    切：１１月２１日(水)まで 
   ※毎年会長よりご祝儀 1万円持参で出席。 
 
＜委員会報告＞ 
 ※風間啓一郎ロータリー財団委員長から 

財団ボックスを回しますので沢山の御寄附を 
お願いします。 
 

＜プログラム＞ 
   本日の担当：山田道夫米山奨学委員長  

卓話内容 遠山悦男君の「佐渡の旅」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜出席報告＞ 
 前回の訂正  欠席者  ４名中 １名メークアップ 

のため ８８.８９％に訂正 
 本日の出席  会  員２７名中２０名出席で 

７４.０８％ 
 
 
ニコニコボックス  
 
◇先日の地区大会ご出席の皆様 お忙しいところ 1 日
ありがとうございました。これで今期もほぼ終わり
ですね……皆様ありがとうございました。 

               会 長 渡邊嘉子君 
               幹 事 草野 満君 

◇25 日赤塚さん「古希に唄う」に川名さんから４０
３のコスモスをステージに飾ってもらいました。
皆さん喜んでくれました。今日は「佐渡の旅」を
話しますのでよろしく。  

                  遠山 悦男君 
◇昨日、退院後初めての診察で酒は週２日、１日１
合の厳しい御託宣。とても守れそうもないです。 

                                  春日 忠男君 
 

  本日の合計 4,000円 （累計 176,000円） 
 
財団ボックス 
◇コインボックスより 
  本日の合計 5,579円 （累計 18,104円） 
 
米山ボックス 
◇ＮＰＯ片目失明者友の会で推進している片目失明 
者を障害者認定して欲しいと言う要望書と署名に 
より、本日厚生労働委員会において塩崎厚生大臣 
に代表質問を藤田幸久参議院議員がしており、私 
はインターネット中継を聞いておりました。法改 
正がなされることを願っています。 
                小川 信正君 

 
  本日の合計 1,000円  (累計 23,881円) 
 

＜点 鐘＞ 
 

      第５回 理事会議事録  

開催日時：２０１４年１０月２８日(火)１８：３０～ 

出 席 者：１３名 

        次   第 

１． 会長挨拶 

２． 本日の協議事項 

① １１．１２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 その他 

【１１月の例会行事】ﾛｰﾀﾘｰ財団月間、世界ｲﾝﾀｰｱｸﾄ 

週間１１／５～１週間 

  第１例会  １１／ ４ 会長・幹事 夜例会 

  第２例会  １１／１１ ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会 

              風間啓一郎委員長担当 

  第３例会  １１／１８ 新潟薬科大学 

  第４例会  １１／２５ 会計  

赤井田幸一会計担当 

  理事会 １１／２５(火)１８：３０～ 

【１２月の例会行事】職業奉仕月間、米山月間 

  第１例会  １２／ ２ 会長・幹事 年次総会 

  第２例会  １２／ ９ 親睦委員会 

              土田 裕委員長担当 

  第３例会  １２／１６ 社会奉仕委員会 

              佐々木健哉委員長担当 

  第４例会  １２／２３ 26(金)忘年会に振替の

ため休会 

  第５例会  １２／３０ 年末のため休会 

  理事会   １２／１６（火） 

例会後１３：３０～ 

 

 



クラブ内行事 

  １１／ ４ 夜例会 １８：３０～ 於：一楽 

            例会後食事 

            新入会員入会式・歓迎会 

  １２／２６ 忘年会 １８：３０～ 於：一楽 

地区行事 

  １１／２２ 米山奨学生学友会総会 

        会 場：ホテルオークラ新潟 

        総 会：15：00～15：30 

        懇親会：15：30～17：00 

       会費：カウンセラーのみ 3,000円 

  小川信正カウンセラー、ソ・ブンキン奨学生出席 

１２／５(金)米山奨学生「異文化総合理解セミナー」 

      会場：燕市立燕中学校 12：30～16：00 

      会費：無料 ソ・ブンキン奨学生欠席 

１２／５(金)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 

             13：00～14：30 

      懇親会会場：大竹会館 

             15：00～16：30 

      会   費：4,000円 

      佐々木健哉社会奉仕委員長出席 

 

地域行事 

 １１／２１(金) 新津商工会議所 会員大会 

      会   場：新森 

      講 演 会：14：30～16：00 

      表 彰 式：16：10～17：00 

      パーテイ：17：20～18：30 

      クラブからご祝儀として 1万円支出 

      草野 満幹事代理出席 

以上 

 

 

 国際ロータリー第２５６０地区 

２０１４～２０１５年度 地区大会 

 日時：２０１４年１０月２６日(日) 

 会場:小千谷市総合体育館 

 

 地区大会にて当クラブは、分区元気化表彰 第 3分区 

  で表彰を受けました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


