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２０１５年７月第３例会 

 

＜点   鐘＞ 

 拍 手 

＜握手タイム＞ 

 

＜会長挨拶＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様、お疲れ様です。 

先般、新聞を見ておりましたら、良い記事がありまし
たので、ご紹介をさせていただきます。 

日本の高まるリスクと言う事で、中国による岩礁を 

「要塞」にした「人工群島」の出現は、世界経済にと
ても大きなリスクである。南シナ海は、世界貿易にな
くてはならない大切なシ－レン（海上交通路）が数多
く通っているからである。米のシンクタンクなどの推
計によると世界で取引される貿易商品の約４分の１が
南シナ海を通過している。原油と液化天然ガスでみる
とこの海を通るのは、世界の貿易量の３分の１から半
分の数字を示している。最短の迂回路はオーストラリ
アとインドネシアの間を通るルートとなるが南シナ海
ルートよりも６日間の余計な時間が必要となり、専門
家の試算によると、海運コストは年間２００億から３
００億円程膨らむという。予想される影響はこれだけ
ではなく、オイルショックや湾岸戦争のケースから分
析すると、南シナ海の航行に大きな支障が生じれば原
油価格が急上昇するほか、株価にも大きな影響が及ぶ
と言われている。今の国会での安全保障関連法案（抑
止力につながる）の議論も南シナ海などの情勢が大き
く影響していると言われている。非常に勝手気ままな
中国の政策、我々日本国民も一人一人が考え、対話す
るならする事をしなければいけません。以上です。 
 

＜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／ アガバンサス 
       ヒガシバナ科 
       赤 レッドスター 
       オレンジ シルバ 
原 産 地／ 南アフリカ 
生 産 地／ 川名農園 
言    葉／ 恋の訪れ、恋の季節 
  

＜お 食 事＞  
 お食事をどうぞ！ 
 
＜幹事報告＞ 
１、 国際ロータリー第２５６０地区 

第３分区 I・M開催のご案内 
ガバナー補佐 五十嵐 文平様 

    I・M実行委員長 栗原 修平様  
阿賀野川ライン RC会長  清野 修栄様より  

日 時：９月２６日（土） 
１２：３０ 登録受付 

      １３：３０ 登録終了 
      １７：００ 懇親会 
      １９：００ 懇親会終了 

場 所：道の駅 阿賀の里 
対象者：第３分区内取決めにより全員登録 

 
２、 平成２７年「夏の交通事故防止運動」の実施 

秋葉区総務課（安心安全係）より 
 
  ７月２２日（水）～７月３１日（金）の１０日間 
  の開催。 
 
  スローガン 
  「夏の道 きらりと輝く あなたのマナー」 
 
  運動の重点 
  ・横断歩行者の保護 
  ・飲酒・疲労運転の根絶 
  ・シートベルトとチャイルドシートの着用徹底 
 
 

 

 

 

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 fax 25－2332 

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：山 田 道 夫  

幹 事：齋 藤 嘉 昭   ｸﾗﾌﾞ会報委員長：望月 治 

2015～2016 年度 

国際ロータリー会長 

K．Ｒ．ラビンドラン 

（スリランカ・コロンボ RC） 

世界へのプレゼンターになろう 

「Be a gift to world」 

 

 

2015～2016 年度 国際ロータリー第 2560 地区ガバナー 山 本 和 則：（新潟南 RC） 

            テーマ  「夢(gift)を明へつなげよう」  



３、 吉田ロータリークラブ 
創立３０周年記念式典のご案内 

         会長 橋本 享英様 
  創立３０周年記念式典 
         実行委員長 吉井 辰禧様より 
   

日時：９月２７日（日） 
１０：３０～１１：００ 登録 

     １１：００～１２：００ 記念式典 
     １２：００～１３：００ アトラクション 
     １３：００～１４：４５ 祝賀会 

場所：燕市吉田産業会館 大ホール 
   
＜委員会報告＞ 
川名 一弘君より 
７月１８日（土）、１９日（日）インターアクト年次大
会出席の報告 
 
 
 
 
 
 
目黒 正文君より 
明るい社会プログラム 
「脳を元気にする食事」講演会のご案内 
 
 
 
 
 
 
日時：７月２６日（日） 
時間：１０：００～１１：４０ 
場所：新津地域交流センター３０１、３０２ 
 
＜出席報告＞ 
  前回の訂正 欠席者 12 名中 2 名メーキャップ 

のため 64.29％に訂正 
 

 本日の出席 会員 28 名中 17 名出席で 
60.72％でした。 

 

＜プログラム＞ 

先週に続きクラブフォーラム 

各委員長による今年度の事業計画及び目標を発表 

 

以下の順序で発表を行った。 

 

１、 クラブ奉仕委員会 

遠山 悦男君 欠席のため 

齋藤幹事が代読 

 

 

 

 

２、 職業分類委員会 

今井 重朗君 欠席のため 

齋藤幹事が代読 

 

 

３、 会員選考委員会 

遠山 悦男君 欠席のため 

赤井田副委員長が代読 

 

 

 

 

４、 ロータリー財団委員会 

風間 啓一郎君 

 

 

 

 

 

５、 青少年奉仕委員会 

            望月 治君 

 

 

 

 

 

６、プログラム、米山奨学委員会 

川名 一弘君 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス  

◇つり大会、家族納涼会 宜しくお願いします。 

会長 山田 道夫君 

幹事 齋藤 嘉昭君 

  

    本日の合計 2,000円（累計 15,000円） 

 

 

 

＜点 鐘＞  

 

 拍  手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2015～2016年度 

第 2 回 理 事 会 
 

日 時：平成 27年 7月 21日（火） 18:30～   
場 所：一 楽 
出席者：山田、渡邊、押味、齋藤、青柳、赤井田、 

保坂、川﨑、遠山、小川、関口、佐々木、 
目黒、草野、風間、川名 
 

１．会長挨拶 
２．本日の協議事項  
①8.9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予算について 
④その他 
・村松高等学校インターアクトクラブ活動支援金につ
いて 

・第 3回あきはなびまつり協賛について 
   

【8月の例会行事】  
第 1例会   8/4   会長・幹事        
 第 2例会    8/11    休会                                                       

 第 3例会    8/18    クラブ奉仕委員会       
遠山悦男委員長担当 

  第 4例会   8/25   会員増強委員会      
佐々木健哉委員長担当 

                         
  理事会      8/25    18:30 ～   

 
【9月の例会行事】  
第 1例会   9/1   会長・幹事        
 第 2例会    9/8     社会奉仕委員会        

土田 裕委員長担当                                                       
 第 3例会    9/15    16日(水)の新津ＲＣとの 

合同夜例会に振替 
  第 4例会   9/22   祝日のため休会 
  第 5例会  9/29   会計監査           

川﨑 松雄会計監査担当 
                         
  理事会    9/29    18:30 ～   
 
クラブ内行事 

8/1 (土)     歩行者天国・こんばんは市 防犯パトロール                   
18:45:地域交流センター集合               
19:00 :パトロール出発 

パトロール終了後 慰労会 
      場 所：わいわいＢ０Ｘ               

会 費：3,500 円 
      個人負担  2,000 円 

クラブ負担 1,500円 
 

9/16(水)     新津ＲＣとの合同夜例会     
場 所：ホテル美好                  
時 間：18:30～                            
会 費：4,300 円 
個人負担 3,000 円 
クラブ負担 1,300円 

 
地区行事  

8/2 (日)    国際奉仕フォーラム        
会 場：ホテルオークラ新潟         
受 付：13:00～                         
ﾌｫｰﾗﾑ ：13:30～15:50               
懇親会：16:00～17:30                         
懇親会費:5,000 円           
関口克征国際奉仕委員長出席  

 (懇親会は欠席) 

                   
8/8 (土)     山本年度ﾛｰﾀﾘｰ防減災ｾﾐﾅｰ         

会 場：長岡震災ｱｰｶｲﾌﾞｾﾝﾀｰ 
きおくみらい                     

受 付：10:00～                    
ｾ ﾐ ﾅｰ：10:30～15:00                                                   
保坂勝志ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ連絡員出席 

                   
8/22(土)     三条東ＲＣ創立 10周年記念式典      

会 場：燕三条ワシントンホテル                      
登 録：12:30～                    
式 典：13:00～                      
祝賀会：14:10～               
登録料：15,000円              
齋藤嘉昭幹事出席 

 
9/26(土)    第 3分区ＩＭ            

会 場：道の駅 阿賀の里                      
登 録：12:30～                   
Ｉ Ｍ：13:30～17:00              
懇親会：17:00～19:00            
登録料：12,000円                                                    
個人負担 6,000円 
クラブ負担 6,000円                          

100％登録 当日出席者は 9/4申込締切 
                           

9/27(日)     吉田ＲＣ創立 30周年記念式典    
会 場：燕市吉田産業会館                       
登 録：10:30～         
式 典：11:00～12:00                           
ｱﾄﾗｸｼｮﾝ:12:00～13:00                 
祝賀会：13:10～14:45            
登録料：15,000円           
8/10申込締切             
当クラブ 30周年には 2名出席 

  
10/7(水)    地区大会記念ゴルフ大会       

会 場：紫雲ゴルフ倶楽部                      
スタート：7:30～          
ﾌﾟﾚｲ代：ﾒﾝﾊﾞｰ 6,500円                 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ 11,030円                         
参加費：個人 4,000円、 

団体 10,000                 
参加費の個人 1,000円                

団体の 10,000円のみ                     
クラブ負担                                                 

8/15申込締切 
  

10/31(土)   地区大会 1日目 
             ＲＩ会長代理歓迎晩餐会 
   会 場：ホテルオークラ新潟 
  登 録：12:00～ 
  会 議：13:00～16:30 
  晩餐会：17:00～19:00 
  登録料：15,000円 
  8/31申込締切 

                 
11/ 1 (日)  地区大会 2日目 本会議     

会 場：朱鷺メッセ                     
登 録： 8:30～                  
会 議： 9:30～15:35                         
親睦交流会：15:50～17:40          
登録料：15,000円  
個人負担 8,000円 
クラブ負担 7,000円                                    
8/31申込締切 

 

 

 



地域行事    

    

 

その他 

・村松高等学校インターアクトクラブ活動支援金に 

ついて 

毎年 20,000円の支援金を送金今年も継続するか？  

継続についてはＯＫだが、活動支援金についての収

支明細書がほしい。事務局より確認する。 

       

・第 3回あきはなびまつり協賛について 

 あきはなびまつり実行委員長 高橋健朗様より協賛

の依頼あり 

 第 1回は協賛金として 30,000 円支出 

第 2回は新津ＲＣと折半で一尺玉(60,000円)一発打

ち上げで 30,000円支出 

今回も継続するか？協賛の仕方はどうするか？ 

新津ＲＣは当クラブがよければ、今年も折半で一尺

玉(70,000円)一発打ち上げで了承済み 

もう少し検討する。 

 

 


