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雑 誌 月 間 

平成 27年度 4月第 4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４月第４例会になります。よろしく願いしま
す。先日４月２５日(土)は新津ロータリークラブ創立
６０周年記念式典に草野幹事と２人で参加してきま
した。ご報告だけ致します。 

 そして、先週の例会は４０３号線菜の花(遠山)ロード
の清掃でしたが、多数のご参加ありがとうございま
した。ちょうど雨もあがり,作業も順調にすすむこと
が出来ました。いつもきれいに作業してくださって
いる遠山さん、本当にありがとうございます。また、
担当の社会奉仕委員長の佐々木さんご苦労様でした。
ありがとうございました。また、その時皆さんが着
用したジャンパーを洗濯して、アイロンまでかけて
下さった事務局の齋藤さん、本当にありがとうござ
いました。 
それから、話は変わりますが、５月１９日(火)の例

会は夜例会なのですが、その前の時間にボウリング
をやってみてはどうか．．．．．というはなしになり、
とりあえず第１回ボウリング大会を開催することに
なりました。今日例会が終わりましたら FAX にて参
加募集を致しますので皆様大勢のご参加よろしくお
願いします。 

最後に、今日４月２８日は何の日かご存知でしょ
うか？日本のロータリーの創始者で、日本のロータ
リーの父と言われています米山梅吉さんが、１９４
６年(昭和２１年)４月２８日に亡くなった日です。 
７９才だったそうです。ロータリアンとして知っ

ておいてはいかがでしょうか．．．．．．。 
それでは、今日もよろしくお願いします。  

 
＜ゲ ス ト＞   
 第２回あきはなびまつり実行委員長 柳田 慎剛様 
 第３回あきはなびまつり実行委員長 髙橋 健朗様 
 
＜ビ ジ タ ー＞ 
 いらっしゃいません。 
 
＜卓 上 花＞ 
花   名／  アルストロメリア 
       アルストロメリア科 
原 産 地／ 南アメリカ 
生 産 地／ 愛知県 渥美町 
花  言  葉／ 援助 
   ユリズイセンという(百合水仙) 
   和名もありますが、今ではアルストロメリア 

として一年中生産される花になりました。 
寒さにも強く庭植えでも育つ花です。 

 
＜お 食 事＞ お食事をどうぞ！ 
 
＜幹事報告＞ 
  ・国際ロータリー第２５６０地区 
  ガバナー       佐々木昌敏様 
  ロータリー財団委員長 渡辺 敏彦様 
  寄付・資金委員長   後藤 隆生様より 
  「ロータリー財団寄付増進のお願い」が届いて 

おります。 
  昨年実績で一人当たり 

年次基金寄付１４０ドルを達成。本年度も昨年同 
様寄付増進にご協力をお願いします。また、ポリ 
オの寄付についても一人１０ドルの寄付をクラブ 
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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」 



単位でまとめてお願いします。というお願い文章 
がきておりますので、今夜の理事会で決定したい 
と思います。 

  
 ・国際ロータリー第２５６０地区 
  ガバナーエレクト   山本 和則様 
  地区幹事       角南 邦彦様より 
  「2015-16年度クラブ目標ご報告」 

(会員増強・ロータリー財団寄付額)のお願いが 
届いております。 
会員増強目標について 
 http://1drv.ms/1Gmn61g 
 
ロータリー財団寄付目標額入力について 
https//www.rotary.org/myrotary/ja/document 
/198731 

 
＜委員会報告＞ 
 ◇風間ロータリー財団委員長より 
  地区補助金申請について報告 
 ◇齋藤嘉昭君より 
  正直者が馬鹿を見なかった話 
 ◇会長エレクト山田道夫君より連絡 

来月 10日開催の地区研修協議会出発(集合)につ 
いて･･･一楽 9時集合出発 
研修協議会終了後一楽にて懇親会開催 

 ◇遠山悦男君より 
  菜の花例会の御礼 

ネパールの地震について 
 
＜出席報告＞ 
 前回の訂正  前回の訂正はございません。 

 
 本日の出席 会員28名中21名出席で75.00％でした。 

    
＜プログラム＞ 
本日の担当：望月 治君 

 外部講師  
第２回あきはなびまつり実行委員長 柳田 慎剛様 
 
 
 
 
 
 
 
 
第３回あきはなびまつり実行委員長 髙橋 健朗様 
 
 
 
 
 
 
 
 
・卓話内容概要 
本年は、9月 20日(日)秋葉区の阿賀野川フェステ 
バルと同時開催で実施することになった旨報告が 
あり大勢の協賛をお願いしたいとの要請があった。 

 
 
 

ニコニコボックス  
◇ 先週行われたフラワーロード清掃作業には大勢の
会員の皆様に参加して頂き大変ありがとうございま
した。また、遠山さんには事務所をお借りしお世話
になりました。 

          社会奉仕委員長 佐々木健哉君  
          
◇ 父の葬儀の際は、大変お世話になりました。 

ありがとうございました。 
                  齋藤 嘉昭君 
              

  本日の合計 6,000円  （累計 322,000円）  
 

 
 

◇ 父の葬儀の際は、大変お世話になりました。 
ありがとうございました。 

                  齋藤 嘉昭君 
 
本日の合計 5,000円 （累計 43,990円） 

 
 
 

◇ 長岡で会議がある為退席します。 
                  山田 道夫君 
 
 本日の合計 1,000円  （累計 66,295円） 
 
＜点 鐘＞ 今日の例会を終了します。 
 

第１１回 理事会 
 
日  時：平成２７年４月２８日(火) １８：３０～ 
場  所：一 楽 
出席者：渡邊会長、草野幹事、佐々木、小川、赤井田、 
    関口、齋藤、川﨑、遠山、目黒、青柳、今井、

川名 
 
１．会長挨拶 
２．本日の協議事項 
① ５・６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 
  ボウリング大会開催について 
 
【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 
外部卓話 
秋葉警察署交通課長 

    五十嵐一芳君入会式 
  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～ 
 
【６月の例会行事】 ロータリー親睦活動月間 
  第 1例会 ６／２  会長・幹事 
  第２例会 ６／９  親睦旅行 
  第３例会 ６／１６ 副ＳＡＡ 齋藤嘉昭君 
  第４例会 ６／２３ 草野幹事 
  第５例会 ６／３０ ご苦労さんパーテイー 
 
  新旧合同理事会 ６／２３(火) １８：３０～ 
 
 
 

財団ボックス 

米山ボックス 

http://1drv.ms/1Gmn61g


クラブ内行事 
  ５／１９(火) 夜例会 一楽 １８：３０～ 
         例会の食事、ワンコイン 
  ６／９（火） 親睦旅行 
         世界一の「クラゲ水族館」とあつみ 

温泉「たちばなや」 
参加費 12,000 円 
8：45一楽集合（時間厳守） 

 
地区行事 
  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 
     出席予定者 

 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、押味 
 

   ５／１4（水）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 
      参加者 
      佐々木、関口、目黒、土田、風間、小川、 
      保坂、青柳、山田、渡邊 
 
   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  : 13：00～3：30 
      記念ﾊﾟｰﾃｨｰ: 13：45～15：15 
      登録料   ：15,000円 
     出席者 川名、遠山、押味、保坂 
 
   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 
     祝賀パーテイー12：15～14：10 
     登録料   15,000円 
     出席者  渡邊、草野 
 
地域行事 
   ５／１０(日) 第１７回秋葉区中学校バスケッ 

トボール大会 
開会式に会長挨拶の依頼有り 
地区研修協議会と同日のため 
会長エレクト山田道夫君出席 

 
 
その他 
 ・ボウリング大会開催について 
  同好会のアンケートの結果第 1回ボウリング大会 

を開催する。 
日時：５／１９(火) 午後３：３０現地集合 
会場：五泉ファミリーボール 
会費：2,000円 
（2 ゲーム 900 円、ジュース、貸し靴 300 円、
賞品代含む） 
当日会場で支払 

  ５／１１(月)申込締切 
   １９日は夜例会となるので、成績発表は夜例会

で行う。  
      

 


