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平成２７年５月第２例会 

                              
＜点     鐘＞ 
 
＜ソ  ン  グ＞   
 国歌斉唱 君が代 
奉仕の理想 

 
＜握手タイム＞ 
 
＜会 長 挨 拶＞ 
 皆様こんにちは。今日は５月第１例会になります。
よろしく願いします。おととい１０日は次年度の地区
研修・協議会でした。ご参加の皆様おつかれ様でござ
いました。私ごとではございますが、地区委員長とし
て職業奉仕のセッションと報告をさせていただきまし
た。皆様にもご心配いただいたとは思いますが、何と
か終える事ができ、ホットしているところです。これ
も皆様の応援あってのことと思います。 
ありがとうございました。 

 本日は、卓話にゲストをお迎えしておりますし、新
入会員の入会式もございますので、あいさつはこれで
終わりたいと思います。本日もよろしく願いします。 
 
＜ゲ ス ト＞   
 新潟県秋葉警察署交通課長 金塚

きんづか

 傑之
たかゆき

様です。 
 
＜ビ ジ タ ー＞   

 いらっしゃいません。 
 
＜会員誕生祝い＞ 親睦委員長土田 裕君 発表 
     望月 治君   （５／１３） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    おめでとうございました。 

＜結婚記念日＞  親睦委員長土田 裕君 発表 
   諸橋 敏松君 奥様 洋子様（５／ ３） 
   小林 国夫君 奥様 和子様（５／２６） 
         おめでとうございました。 
 
＜パートナー誕生祝い＞ 親睦委員長土田 裕君発表 
   保坂 勝志君 奥様 美由紀様（５／２０） 
   今井 重朗君 奥様 つね子様（５／２７） 
     諸橋 敏松君 奥様 洋子 様（５／１７） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     おめでとうございました。 
 
 ※６／９(火)の家族親睦旅行申込をしておりました

が、お陰を持ちまして定員となりました。まだ、
座席に余裕がありますので未だ申し込んでいない
方は申込をお願いします。 

 
＜新入会員入会式＞ 

５月より入会されました「五十嵐一芳氏」の 
入会式を行います。 

 
 皆様、本日土田 裕氏より推薦された五十嵐一芳氏
を、今日私達のクラブの会員として迎え入れられるこ
とを大変光栄に存じます。 
 推薦書は、クラブ定款および細則に沿って審査され
ました。ここに五十嵐一芳氏(新会員)をご紹介いたし
ます。 
 新津中央ロータリークラブの会員として、五十嵐一
芳氏は世界中のロータリーの親睦の輪の一員となられ
ました。ロータリーの理想が奉仕にあるということは、
もうすでにご理解いただけたことと思います。 
あなたは、あなたが携わる職業を立派に代表し、ロ 

ータリーの理想に関心を持ち、その理想を行動に移し 
ていく意思を持つが故に、当クラブへ入会することに 
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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」 



なりました。あなたは、当クラブの会員義務を受け入 
れ、当クラブの定款および細則に従うことに同意され 
ました。只今から、ロータリー徽章のピンが付けられ
ます。誇りを持ってこのピンを身に付けていただける
ことを願っております。 
 新津中央ロータリークラブへようこそ。 
ロータリアンの皆様、ロータリアン五十嵐一芳氏を、
新たな会員として、温かくお迎えください。 
五十嵐一芳氏のロータリーでの経験が楽しく有意義

なものとなるよう、皆様にもご協力いただけることを
期待しています。 

 
  ２０１４―１５年度会長 渡邊 嘉子 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
＜卓  上  花＞  
花   名／ スプレーカーネーション 
品 種 名／ ナデシコ科 
原 産 地／ 南ヨーロッパ 
生 産 地／ 南米コロンビア 
       愛知県 渥美町 
花  言  葉／ 愛情 素朴 
  ５月の誕生花であり、母の日にはなくてはなら 

ない花になっています。 
        

＜お 食 事＞   それではお食事をどうぞ！ 
 
＜委員会報告＞  ございません。 
 
＜幹事報告＞ 
 ・国際ロータリー第 2560地区 

ガバナー 佐々木昌敏様より 
「佐々木年度感謝の集い」のご案内が届いており 
ます。 

  日時：2015年 6月 27日(土) 
     16:30～18:30 
  会場：JA越後おぢや「グリーンパーク」 
  会費：7,000円 
  交通案内：長岡発 15：28―小千谷着 15：45 
       帰りはマイクロバスをご用意します。 
  締 切 日：5月 29日(金)まで 
 
・2014～15年度 
国際ロータリー第 2560地区 
ローターアクト委員長  高橋 清文 様 
青少年奉仕委員長    髙坂 光一 様 
地区ローターアクト代表 伊藤 雅之 様 
地区ﾛｰﾀｰｱｸﾄ代表エレクト 伊比  浩太郎様 
地区協議会実行委員長  石山 夏生 様より 
 
2014-15年度国際ロータリー第 2560地区ローター 
アクト「地区協議会本登録の御案内」が届いてお 
ります。 
日時：平成 27年 6月 6日(土) 

受付 12：30～12：30 
平成 27年 6月 7日(日)12：00終了 

  会場：メイワサンピア 
     新潟市西区赤塚 4627-1 

    登録費用：宿泊有 10,000円 
       宿泊無  7,000円 
  登録締め切り：5月 22日（金） 
 
 ・2014－15年度 ガバナー 佐々木 昌敏様より 
  「ネパール地震被害者支援金のお願い」が届いて 

おります。 
各クラブで取りまとめて 6月 12日（金）まで所定 
の振込先に振り込んで下さい。 

  
 ・新津ロータリークラブ会長 山口 高司様 
  創立 60周年記念式典実行委員会 
           委員長 萩野 構一様より 
  「新津ロータリークラブ創立 60周年記念式典ご参 

加への御礼」が届いております。 
 
 ・秋葉区青少年育成協議会 会長 山田道夫様より 
  「平成 27年度(第 29回)秋葉区一斉クリーン作戦 

の御礼」が届いております。 
   
  平成 27年度秋葉区一斉ｸﾘｰﾝ作戦の概要 
  ・参加人数  ９,８４６人 
  ・収集ゴミ   ８.９５ｔ 
 
 
＜出席報告＞ 
前回の訂正  欠席者 ７名中 １名 

メーキャップのため 
７８.５８％に訂正します。 

 
  本日の出席  会員 ２９名中 ２０名出席で 

６８.９７％でした。 
 

＜プログラム＞ 
会員選考委員会 
担当：遠山 悦男君 
 

 秋葉警察署 交通課 課長 金塚
きんづか

 傑之
たかゆき

 様 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 卓話内容概要 

  ・交通安全週間 ５月１１日～ 

  ・交通安全について 
    県内 ６月７日現在 １,８４１件発生 
           昨年 ２４０件減 
           死亡者 ２５人 
           昨年比 ―６人 
           怪我人 ２２６０件 
        秋葉署内 ５９件発生 
           うち怪我人 ８３人 
           昨年比   １２人増 
           死者     ０人 
  ・飲酒運転について 

  ・特殊詐欺について 

  ・警察官募集について 

 
 



ニコニコボックス  
 
◇ 五十嵐一芳さんご入会ありがとうございます。 
これからは仲間として仲良くよろしくお願いします。  

会長 渡邊 嘉子君  
               幹事 草野 満 君 
 
◇ 五十嵐一芳さん入会ありがとうございます。 
会員増強委員会としても歓迎します 

                  今井 重朗君 
 
◇ 秋葉警察署交通課長金塚さんに卓話をお願いしま 
した。事故に遭わないように話を良く聞いて下さい。 
                                  遠山 悦男君 

 
◇ 五十嵐一芳君の入会 心から歓迎申し上げます。 

                川﨑 松雄君 
 
◇ 五十嵐一芳さんの入会を歓迎します。 
ゴルフクラブ、ツリクラブもよろしくお願いします
ネ。                 青柳 敏明君 

 
◇ 五十嵐様の御入会ありがとうございました。 
当クラブの平均年齢がまた若返りました。嬉しい限 
りです。今後ともよろしくお願い致します。 
                 押味 弘一君 
 

◇  秋葉警察交通課金塚課長、今日はお忙しい中大変 
有意義なお話ありがとうございました。 
また、今日は私共会員にとって大変嬉しい日になり 
ました。五十嵐一芳さんが入会をして頂きました。 
これからよろしく願い致します。 
                 佐々木健哉君 

 
◇  五十嵐さんの入会を心から歓迎いたします。 
末永いお付き合いをよろしくお願いいたします。 
               土田  裕 君 
 
 本日の合計 9,000円  （累計 331,000円） 

 
 

 
 

 ◇ 五十嵐一芳さん 入会ありがとうございます。 
歓迎します。 
 秋葉警察署交通課長金塚さん 卓話ありがとう 
ございました。 

                  小川 信正君 
 
 本日の合計 1,000  円  （累計 67,295円） 
 
  
＜点鐘＞ 
  本日の例会を終了します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015-16年度 地区研修・協議会に出席してきました。 
 
日時：2015年 5月 10日(日) 10:00～17:30 
会場：ホテルオークラ新潟 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013-14年度ＲＩ会長 田中 作次御夫妻と記念撮影 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2015-16年度地区職業奉仕委員長として 

挨拶する渡邊会長 
 
 
 

米山ボックス 


