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平成２７年２月第２例会 

 
＜点     鐘＞ 
 
＜ソ  ン  グ＞   
        我等の生業 

 
＜握手タイム＞ 
 
＜会 長 挨 拶＞  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  皆様こんにちは。 
  今日は２月の第２例会になります。よろしくお願 
いします。また、今日はお足元の悪い中お越し頂き 
ありがとうございました。 

  今日は米山記念奨学委員会、次年度 2015-16年度 
委員長の田中雅史様より卓話をいただくことになっ 
ています。後程よろしくお願いいたします。 
またちょうど今日米山奨学生のソ・ブンキンさん 

もお越し下さっています。後程、先週の卒論がどう 
だったのか？等のお話を少ししていただけたらと思 
います。よろしくお願いします。 
そして、先日の８日(日)に国際ロータリー第 2560地 
区 2015年-16年度第 2回地区運営会議に出席して参 
りました、着々と次年度に時間は向いているのだと 
実感しました。 
(残すところ４ヶ月となりました。ニコﾆｺニコ…。) 
 その会議では今日のゲストでいらしゃいます次年 
度米山記念奨学委員長の田中様ともご一緒でしたが、
私は職業奉仕ということで活動計画として、次年度 
はガバナーエレクトの意向もあり「四つのテスト」 

をもう一度普及させる。ということが主になりまし 
た。ところで「皆さんの中で『四つのテスト』を思
えている人は手を挙げて下さい。･･･ということで、
次年度は毎月第１例会で「四つのテスト」をうたい、
まずは覚えてもらい、それから理解してもらって会
員１人ひとりがそれを行動できるようにしていきた
い…。と発表してきました。 
 

  四つのテスト 
 
１．真実かどうか 
２．みんなに公平か 
３．好意と友情を深めるか 
４．みんなのためになるかどうか 

  
それぞれの内容につきましては、私がこれから勉 
強し理解しないと…と思っています。皆様よろし 
くお願いします。 

 
＜ゲ ス ト＞   
   新潟南ロータリークラブ 
   地区米山記念奨学副委員長 田中雅史 様 
 
＜ビ ジ タ ー＞   
   米山奨学生 ソ・ブンキンさん 
  
＜卓  上  花＞  
花   名／ スイトピー  
       (和名：ジャコウレンリソウ) 
品 種 名／ マメ科 
原 産 地／ 地中海沿岸 
生 産 地／ 宮崎県日南市 
花  言  葉／ ピンク   恋の楽しみ 
       白     優しい思い出 
             ほのかな喜び 
 春の優しい光を感じさせます。また、甘い香りの
する花もあります。 

 故郷はマフェアで知られたシシリー島で１８世紀
以降に普及しました。エチレンガスに弱い花でし
たが、落下防止剤の開発で人気化いたしました。 

 

 

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」 



＜お 食 事＞ 
 
＜出席報告＞ 
前回の訂正  ございません。 

  本日の出席  会員２８名中 １９名出席で 
６７．８６％でした。 

          
＜幹事報告＞ 
 ・国際ロータリー第 2560地区 
  2014-15年度米山奨学委員長  安藤幸夫様 
        奨学生学友委員長 品田孝行様から 
  「米山奨学期間修了者の終了式・歓送会ご案内」 

が届いております。 
日 時：2015年 3月 7日(土) 
    受  付      11：30～12：00 
    終了式・歓送会  12：00～15：00 
会 場：ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ新潟 3Ｆ「飛翔」 

  出席対象者：米山奨学生(2015年 3月・6月終了者
他) 

       米山奨学生カウンセラー 
関係クラブ米山奨学委員長 
米山学友会理事、大学指導教員 

  登録料：カウンセラー4,000円 
      奨学生   無料 
      山田道夫米山奨学委員長、 

小川信正カウンセラー 
ソ・ブンキン奨学生が出席 

 ・新津ＲＣ会長 山口高司様 
  創立 60周年記念式典実行委員会 
  委員長  荻野構一様より 
  「新津ＲＣ創立 60周年記念式典の開催について」 
  案内が来ております。 
  日時：平成２７年４月２５日(土) 

会場：ホテル『美好』 
日程：登録受付：13:00～14:00 

記念式典：14:00～15:00 
祝  宴：15:00～17:00 

登録料：10,000円 
出席者：会長・幹事（2名） 

 ・国際ロータリー第 2560地区 
  佐々木ガバナー事務所より 
  「新会員増強功労者バッジ送付について」 
  渡邊嘉子会長宛（五十嵐純一君分） 
    地区バッジ 1個 

スポンサーバッジ 1個 
 ・一般社団法人ロータリーの友事務所 
  代表理事  橋本長平 様 より 
  「2015-2016年ロータリー手帳お買上のお願い」 
   ロータリー手帳 1部  

定価 600円＋消費税(送料別) 
        5月下旬出来上がり予定 
  締切日：2月 25日まで 
 
＜委員会報告＞ 
 ２月７日(土)開催 
米山奨学委員長セミナー出席報告 

(出席者：山田道夫委員長、保坂勝志君) 
 

＜米山奨学金授与＞ 
  ソ・ブンキンさんへ米山奨学金の授与 
  卓話：先週の卒業論文考査について 
 
 
 
 
 

＜プログラム＞ 
◇ 担当：山田 道夫米山奨学委員長 
  
ゲスト 

  国際ロータリー第 2560地区  
米山奨学副委員長 田中雅史 様(新潟南ＲＣ) 

 
  『米山記念奨学金制度・学友会』について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ニコニコボックス  
 
◇ 今日はよろしくお願い致します。 
   国際ロータリー第 2560地区  

米山奨学副委員長 田中雅史 様(新潟南ＲＣ) 
◇ 本日午前中に市民病院にて術後 2年開花の結果を 

聞いてきました。「異常なし、今後 3年間経過観察 
を継続」とのことでした。ひと安心です。 
                小林 国夫君 

 
 本日の合計 3,000円  （累計 274,400 円） 

 
財団ボックス  
  
◇ 建築組合総会のため早退いたします。 

                風間啓一郎君 
 
  本日の合計 1,000円  （累計 36,990円） 
 
米山ボックス 
 
◇ 米山記念奨学委員会田中雅史様 今日は卓話をあ

りがとうございました。 
（今回の米山奨学生 ソ・ブンキンさんはとても
良い子で、クラブ会員とも交流してくれてありが
たいです。） 
             会長 渡邊 嘉子君 
             幹事 草 野  満君 

◇ 次年度米山奨学委員長田中様 先週の委員長セミ
ナーおつかれ様でした。米山奨学制度を理解でき
まして勉強になりました。品実の卓話ありがとう
ございました。 
                保坂 勝志様 

◇ 田中米山奨学副委員長先週のセミナーでは色々お
世話になりました。今日は足下の悪い中我が新津
中央ロータリークラブ例会で卓話頂きありがとう
ございました。我が会の独特の雰囲気をご理解頂
けたのでは…… 
                山田 道夫君 

 
  本日の米山コインボックス 3,262円 
 

本日の合計  7,262円  （累計 55,608円） 
 

＜点 鐘＞ 
 
  本日の例会を終わります。 


