
         

 

☆☆☆第１６８０号（３８）２０１５．３．３１ ☆☆☆ 

平成 27年度 3月第５例会 
 

＜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 

 今日は 3 月第５最終例会になります。本来は会長の 
あいさつの時間でしょうが、今日は私の下手なあいさ 
つではなく小林さんにお話をしていただきたいと思い 
ます。よろしくお願いします。 
 「小林一大君のあいさつ」 
 
 
 
 
 
 
 
  ご存知のとおり、私は今県会議員をさせて頂いて 
 おります。2 期目が終わろうとしています。今週の 
金曜日から 4 年に１度の統一地方選が始まります。 

4月3日告示4月12日投票開票、県会議員の選挙、
市議会員選挙が同日で始まります。3 期目を目指し 
て今一所懸命頑張っております。この地域のために 
街作りのために皆さんのお力をお借りして頑張らせ 
て頂きたいと思っています。よろしくお願い申し上
げます。 
 

＜ゲ ス ト＞   
 秋葉区文化会館 館長 山北一司様 
 

＜ビ ジ タ ー＞ 本日はいらっしゃいません。 

＜卓 上 花＞ 

花   名／  桜  啓翁桜  バラ科 

原 産 地／ 日本 

生 産 地／ 山形県東根市 

花  言  葉／ 精神美  淡泊 

 日本人の手によって改良された代表的な植物です。 

江戸時代に沢山の品種が登場し花見の宴もその頃か 

ら始まったようです。 

＜お 食 事＞  お食事をどうぞ！ 

＜幹事報告＞   ありません。 
＜委員会報告＞ ありません。 
 
＜プログラム＞ 
本日の担当：出席委員会 押味弘一君 
      講師：山北一司様のご紹介 
芸術文化普及研究家、生涯学習コーデｲネーター 
現在 秋葉区文化会館 館長 

 卓話内容： 「秋葉区に来て思うこと」 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜出席報告＞ 
 前回の訂正  欠席者１０人中 １名メーキャッの 

ため６７．８６％に訂正 

 本日の出席  会員２８名中 ２２名出席で  
７８．５８％ 

 
ニコニコボックス  
◇ 秋葉区文化会館山北館長様ようこそお越し下さい
ました。今日は卓話をありがとうございます。 

               会長 渡邊 嘉子君 
               幹事 草野 満 君 

 

 

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」 



◇ 山北様本日の卓話ありがとうございます。 
どんな話が聞かれるか楽しみに待っていました。 
今後とも新津中央ロータリークラブをよろしくお
願い致します。 
                押味 弘一君 

                              
  本日の合計 3,000円  （累計 310,000円） 

 
＜点 鐘＞ 
 本日の例会を終わります。 
 

 

      第１０回理事会 
 
日 時 平成 27年 3月 31日（火）18:30～ 
場 所 一楽 
出席者 渡邊、佐々木、山田、草野、小川、関口、 

齋藤、川﨑、目黒、青柳、今井、土田、風間、 
保坂 以上 14名 

 
１．会長挨拶 
２．本日の協議事項 
① 4.5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 
 ・親睦旅行について 
 ・2015-16年度 組織について 
 ・2015-16年度 ﾛｰﾀﾘｰ財団地区補助金申請について 
 
【4月の例会行事】 ロータリー雑誌月間 
   第 1例会  4／7  会長・幹事 
   第２例会  4／14  広報･クラブ会報･雑誌 

 保坂勝志委員長 
      第３例会 4／21  菜の花例会  
   第 4例会 4／28  会員卓話 

            担当：望月 治君 

            外部卓話の予定 

      理事会  4／28(火）18:30～ 

 

【5月の例会行事】 

   第１例会 5／5  祝日のため休会 

   第 2例会 5／12 会員選考委員会  

遠山悦男委員長 

      第 3例会 5／19 夜例会 

   第 4例会 5／26 職業分類委員会 

             佐々木健哉委員長 

 

    理事会  5／26(火）18:30～ 

 

 ◇クラブ内行事 

  4／21(火) 菜の花例会  

・清掃   13：30～15：30（小雨決行） 

集合場所 (株)新潟ロビンソンＲ403 側事務 

所脇空き地 

汚れても良い服装(手袋･長靴)  

担当：佐々木健哉社会奉仕委員長 

   ・例会(懇親会) 会場：一楽 18：00～ 

           会費：5,000円  

個人負担 3,000円 

ｸﾗﾌﾞ負担 2,000円 

         担当：草野 満親睦副委員長 

  5／19(火) 夜例会  どのようにするか？ 

        通常どおりワンコインとする。 

 

 ◇地区行事 

  4／8(水) 第 2回第 3分区会長･幹事会 

       会 場：割烹 木むら 19時～ 

       会 費 7,000円 

       出 席：渡邊・草野 

 

  4／25(土) 新津ＲＣ創立 60周年記念式典 

        会 場：ホテル美好 

        記念式典 14：00～15：00 

           祝 宴 15：00～17：00 

           登録料 10,000円 

           出 席：渡邊、草野出席 

 

5／10(日) 地区研修協議会 

        会 場：ホテルオークラ新潟 

           登録受付  9：00～10：00 

           研修協議会 10：00～16：00 

           懇親会   16：00～17：30 

           登録料   13,000円 

           出 席：草野、齋藤、遠山、佐々木、

小川、土田、関口、望月、

保坂、風間、青柳、渡邊、

川名 13名 

            交通手段：一楽のバス借用 

            集合時間：AM9時一楽集合 

 

5／14(木) 第 3分区ガバナー補佐杯争奪 

ゴルフ大会 

       会 場：新津カントリークラブ 

       参加費 4,000円 

       個人負担 3,000円 ｸﾗﾌﾞ負担 1,000円 

       4／20(月)締切 

       担当：ｺﾞﾙﾌ幹事 青柳敏明君 

 

5／16(土) 佐渡南ＲＣ創立 40周年記念式典 

          会 場：国際佐渡観光ホテル八幡館 

          記念式典 12：00～13：00 

          記念講演 13：00～13：30 

          祝宴ﾊﾟｰﾃｲ-13：45～15：15 

          登録料  15,000円 

          出 席：遠山、川名、押味、保坂 

        登録料 2名分のみｸﾗﾌﾞより出費 

 

5／17(日) 越後春日山ＲＣ創立 20周年記念式典 

       会 場：ホテルハイマート 

       記念式典 14：30～ 

       祝賀会  16：45～ 

       登録料  15,000円 

       4/24(金) 締切 

 

 



5／30(土) 新潟西ＲＣ創立 40周年記念式典 

    会 場：ホテルオークラ新潟 

    記念式典 10：30～11：30 

    記念講演 11：30～12：00 

    祝賀ﾊﾟｰﾃｲ-12：15～14：10 

    登録料  15,000円 

    出 席：渡邊、草野 

 

◇地域行事 

  その他 

 ・親睦旅行について 

  6/9(火)に開催 詳細について検討 

    お一人 12,000円 

    最低 15人参加して欲しい 

 

 ・2015-16年度 組織について 

  別紙組織表参照 

 

 ・2015-16年度 ロータリー財団地区補助金申請に 

ついて 

 3／31(火)が補助金申請の締切日だったため、 

とりあえず概略案で地区に申請済、詳細につい 
ては今後検討する。 
ルート 403号線のフラワーロードにＰＲ用看 

   板を設置する。蒲原新聞等に記事掲載等 
  
 ・新入会員情報交換 
 
                    以 上 

 


