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２０１５年８月第１例会 

 
＜点   鐘＞ 
 拍 手 
 
＜握手タイム＞ 
 
＜四つのテスト唱和＞ 
 ソングリーダー 小川信正職業奉仕委員長 
 会場内の会員全員で唱和する(*^_^*) 
 

＜会長挨拶＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様、こんにちは 

８月の第一例会は新潟西 RC の神初会長と吉田幹事に 

お越し頂きました。また新津 RC より小柳君にもお越

し頂き、ありがとうございました。 

７月２４日、家族納涼ビアパーティーに総勢３５名

の参加を頂きました。草野親睦委員長、渡邊副委員長

の欠席の中、青柳さんを中心に保坂さんに井浦さんが

頑張って頂き、大変ありがとうございました。後程、

委員長と副委員長から慰労の意味を込めた何か期待を

させるものがあるのではないでしょうか？ 

８月１日の歩行者天国防犯パトロールでは、１６名

の参加を頂き大変ありがとうございました。慰労会で

はポッポ焼きやC57焼きの差し入れがあり大変盛りあ

がりました。それにしてもジャンパーは暑かったです

ね。土田社会奉仕委員長、ニコニコを宜しくお願いし

ます。 

７月３０日の夕方、TeNY でサンカントピュールの

五十嵐さんのお店の紹介がありました。ケーキにジェ

ラ―トとも種類がたくさん用意されていますので、是

非皆さんもご利用して頂きたいと思います。 

Have a nice day，good luck! 

＜ゲ ス ト＞  
いらっしゃいません。 
 
＜ビ ジ タ ー＞  
新潟西 RC より 
会長 神初 周吉君 
幹事 吉田 和広君 
 
新津 RC より 
小柳 陽一君 
 
＜卓  上  花＞  
花   名／ クルメ ケイトウ（鶏頭） 
原 産 地／ アジア アフリカ 
生 産 地／ 秋葉区栗宮 
花  言  葉／ お洒落 情愛 

 

＜パートナー誕生祝い＞ 

 

 

 

 

 

 

 
・青柳 敏明君  奥様 恵子様（8/ 17） 

 

 

 

 

 

 

 
・風間 啓一郎君 奥様 真由美様（8/ 31） 
 
・小林 一大君  奥様 由実様（8/ 13） 
 

＜お 食 事＞  

 お食事をどうぞ！ 

 

 

 

 

 

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トになろう 

「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)を明日へつなげよう」  



＜幹事報告＞ 
１、特別月間（８月）名称変更のご案内 

変更後名称 
「会員増強・新クラブ結成推進月間」 
変更前名称 
「会員増強・拡大月間」 
決定：２０１５年１月 RI 理事会 

 
２、国際ロータリー第２５６０地区 

ガバナー 山本 和則君 
職業奉仕委員長 渡邊 嘉子君より 

  「四つのテスト」のご案内 
    職業奉仕を職業倫理の視点からもう一度見つめ直

し、ロータリアン一人ひとりが四つのテストを念
頭において行動するためのお願い 

  ・月１回は「四つのテスト」の歌を歌う 
  ・全会員に「四つのテスト」の携帯用カード配布 
 
３、国際ロータリー第２５６０地区 

ガバナー 山本 和則君 
地区幹事 角南 邦彦君より 
夏期休日のご連絡 
休日期間：２０１５年８月１２日（水）～ 
     ２０１５年８月１６日（日） 
２０１５年８月１７日（月）より通常通り 
 
緊急連絡先 
山本ガバナー事務所 
地区幹事 角南 邦彦（090-3149-4809） 
 

４、国際ロータリー第２５６０地区 
ロータリー財団委員長 渡辺 敏彦君 

  補助金委員長 田村 修君より 
２０１５－２０１６年度 
「地区補助金オリエンテーション開催」のご案内 

  日時：８月２９日（土）１０：００～１２：００ 
  場所：万代シルバーホテル５F「八千代の間」 
  出席者：地区補助金受託クラブ プロジェクト責

任者 
      地区ロータリー財団委員長、副委員長 
      地区補助金委員 
 
５、国際ロータリー第２５６０地区 

ロータリー財団委員長 渡辺 敏彦君 
  ロータリー財団副委員長 篠田 昇君より 

２０１５－２０１６年度 
「第１回ロータリー財団セミナー開催」のご案内 

  日時：８月２９日（土） 
１０：００～１２：００ 昼食・受付 
１３：００～１６：３０ セミナー 

  場所：万代シルバーホテル５F「万代の間」 
  出席者：財団、社会奉仕委員長又は会長・幹事 
 
６、国際ロータリー第２５６０地区 

米山記念奨学委員長 田中 雅史君 
寄付増進委員長 品田 孝行君より 
２０１５－２０１６年度 
「第１回米山記念奨学委員長セミナー」のご案内 
日時：８月２９日（土） 

     １２：００～１３：００ 受付・登録 
     （昼食を用意します） 
     １３：００～１６：００ セミナー 

場所：ANAクラウンプラザホテル新潟 
   １６階 ルミエール 

登録料：３,０００円 
出席義務者：米山奨学委員長 

８、高田ロータリークラブ 
会長 水上 喜芳君 
実行委員長 斎藤 尚明君より 
創立６０周年記念式典のご案内 
日時：１０月３日（土） 
   １３：３０～受付 
   １４：００～１５：３０ 記念式典 
   １５：４０～１６：４０ 記念講演 
   １６：５０～１９：００ 記念祝賀会 
会場：デュオセレッソ 
（当クラブ３０周年には３名出席でした） 
 

９、国際ロータリー第２５６０地区 
ガバナー 山本 和則君 
社会奉仕委員長 海津 正男君より 
２０１５－２０１６年度 
社会奉仕活動地区補助金申請受付について 

  ・申請は、本年度１回のみです。 
  ・一般市民と一緒になったイベント企画が対象 
  ・ロータリー財団の地区補助金とは別の補助金 
  申請期限：平成２７年１１月３０日 
  クラブ単独：２０,０００円 
  クラブ共同開催：クラブ数ｘ２０,０００円 
  分区単位：１００,０００円 

 
10、秋葉区献血推進協議会 
    会長 大島 甚一郎様より 

「献血募金」の協力についてのお願い 
 毎年１０,０００円 寄付しています。 

 
＜委員会報告＞ 
・ライラ実行委員長の小川 信正君より 

8 月１1 日（火） 
委員会現地確認、会場下見のご案内 
 

・職業奉仕委員長の渡邊 嘉子君より 
「四つのテスト」の説明と 

携帯カードの配布 
 

・会員増強委員長 佐々木 健哉君より 
７月２５日（土）にホテルオークラ新潟 
で開催された「地区会員増強セミナー」 
の出席報告 
 

・国際奉仕委員長 関口 克征君より 
８月２日（日）にホテルオークラ新潟で 
開催された「国際奉仕フォーラム」の 
出席報告 
 

・遠山 悦男君より 
８月５日にフラワーロードの 
ひまわりの採取を行います。 
７時頃から行いますますので参加 
できる方は新潟ロビンソンの駐車場 
に集合してください。 
 

＜出席報告＞ 
  前回の訂正 前回は、家族納涼会で義務出席のため 

100％に訂正 
  本日の出席 会員 28 名中 21 名出席で 

75.0％でした。 

 



＜プログラム＞ 

 会長・幹事担当 

 山田会長より熱中症と夏バテ予防に対する講話を 

 行いました。 

 

ニコニコボックス  
◇新潟西ロータリークラブ 
 会長 神初 周吉君 
 幹事 吉田 和広君 
 昨年に続き、ご来場頂きありがとうございました。 

会長 山田 道夫君 
幹事 齋藤 嘉昭君 

 
◇７月２５日のビアパーティーに家族大勢で参加 
 させて頂き、大変ありがとうございました。 

川﨑 松雄君 
 

◇山田、齋藤年度になりまして一カ月過ぎましたが、 
 私の方も商売が３歩前進、２歩後退という所でござ
いまして、まあ嬉しい事でございますので、ニコニ
コボックスに入れさせて頂きます。 

 また、川名さんいつも素晴らしいお花ありがとうご
ざいます。 

赤井田 幸一君 
 

◇去る７月２５日、ホテルオークラ新潟で会員増強セ 
 ミナ―に出席をしてきました。何処のクラブも会員 
 増強に頭を悩ましているようです。８月は会員拡大 
 増強月刊です。ご協力お願い致します。 

佐々木 健哉君 
 
◇先日の家族納涼パーティーご参加ありがとうござい  
 ました。委員長、副委員長が不参加ですみませんで 
 した。青柳委員はじめ、親睦委員の皆様本当にあり 
 がとうございました。 

草野  満君 
渡邊 嘉子君 

 
◇早退します。 

小川 信正君 
 

    本日の合計 17,000円（累計 32,000円） 
 
財団ボックス 
◇家内の誕生祝いを頂き、ありがとうございます。 
 五十嵐さんの店の洋菓子で一緒にお祝い致します。 

風間 啓一郎君 
 
     本日の合計 1,000円（累計 3,000円） 
 
 
＜点 鐘＞  
 拍  手 


