
    

 

 

      

☆☆☆第１７２２号（３０）２０１６．３．１ ☆☆☆ 

 
２０１６年３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、おはようございます。 
 本日は公職選挙法の改正についてお話を致します。 
 ご案内のように昨年６月選挙権年齢が２０歳以上 
 から１８歳以上に引き下げられ、今年の夏の参議 
 院選挙から新たに適用されることになっている。 
 公益財団法人明るい選挙推進協会では、改正選挙 
 法の国会での成立直後に「１８歳選挙権認知度調 
 査」を実施した。対象者は全国１５歳から２４歳 
 の３，０００人である。まず選挙権年齢改正の認 
 知状況は「知っていた」が８７．４％、逆に「知 
 らなかった」という人が１割強である。また賛成 
 か反対かについては「賛成」が４６．４％、「反対」 
 が２０．４％「わからない」という回答が３０％ 
 であった。賛成派の意見では「若いうちから政治 
 について考えた方がよい」が６０．８％で首位、 
 次いで「少子高齢化のなかで若者の意見をより反 
 映させることができる」５３．４％、「若者の政治 
 への関心を高めるのに有効」が４７．９％と続いて 
 いる。一方反対の理由の第１位は「１８歳の時点 
 では世の中の事が理解できていない」５７．２％ 
 次いで「面白半分や適当に投票する人が増える」 
 ５０．３％、「まずは２０歳代の投票率を向上させ 
 る方が先」４２．６％となっている。これら賛成 
 、反対理由には新たな有権者への今後の可能性と 
 問題点や課題が浮上してくるものと思われる。 
 若い人達の政治への関心の低さがよく問題視される 
 が、この調査の結果では「非常に関心がある」が９． 
 ４％、「ある程度関心がある」が３５．８％、合計 
 ４５．２％が関心層、逆に非関心層は４５．３％ 
 で両者はほぼ拮抗している。新たな有権者である 
 １８歳、１９歳人口はおよそ２４０万人、全有権 
 者の２％強である。一見低い比率で、政治への影 
 響は少ないかに思えるが、これは宮城県、新潟県 
 の人口を上回る数である。何より僅差の得票数で 

 当落が決まるという例はしばしばある事で、選挙 
 権年齢の引き下げの意味は大きい。若い世代の政 
 治参加の新しい芽が今後どう育っていくか、政治 
 や社会にどんな変化をもたらすのか注目していか 
 なければならないのであろう。以上です。 
 本日もよろしくお願いいたします。 
 
＜ゲ ス ト＞  
いらっしゃいません。 

 
＜ビ ジ タ ー＞  
新津 RC より 
小柳 陽一君 
吉田 健治君 

 
＜卓  上  花＞  
花   名／ モモ（バラ科） 
原 産 地／ 中国 
生 産 地／ 群馬県藤岡市 
花  言  葉／ 気立ての良さ（ピンク） 
       人柄の良さ（白） 

 
＜会員誕生祝い＞ 

・阿部 正機君（3/9） 

・今井 重朗君（3/24） 

・斎藤 嘉昭君（3/30） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜パートナー誕生祝い＞ 

・赤井田 幸一君 奥様 茂子様（3/29） 

・川名 一弘君 奥様 淳子様（3/30） 

 

 

 

 

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） 

世界へのプレゼントになろう 

「Be a gift to the 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」  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜結婚記念日＞ 

・小川 信正君 奥様 松子様（3/18） 

・齋藤 嘉昭君 奥様 朋子様（3/21） 

・風間 啓一郎君 奥様 真由美様（3/24） 

 

＜幹事報告＞ 

１、 国際ロータリー第２５６０地区 

ガバナーエレクト 田中 政春君 

地区研修・協議会実行委員長 青木 省一君 

 

   ２０１６－１７年度 

   地区研修・協議会開催のご案内 

 

   日時：２０１６年４月２３日（土） 

      登録・受付  9:15~10:00 

      研修・協議会 10:00~15:30 

      懇親会    15:30~16:50 

   会場：ホテルニューオータニ長岡 

   登録料：１３,０００円 

   出席義務者：クラブ役員・地区役員 

 

 ２、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 

補助金委員会委員長   田村 修君 

 

   ２０１６－１７年度（田中年度） 

   ロータリー財団地区補助金の活用に係る 

   申請受付について 

    

 ３、国際ロータリー第２５６０地区 

地区幹事  角南 邦彦君 

 

   オランダロータリアンとのゴルフ懇親会 

   のご案内 

    

   ゴルフ日時：４月７日（木） 

   ゴルフ場所：中峰ゴルフ倶楽部 

         オランダ３人新潟の RC９人３組 

   スタート時間：９：００スタート 

   参加費：３，０００円 

 

   日時：４月７日（木）18:30～ 

   場所：鍋茶屋 

   会費：２０，０００円 

 ４、国際ロータリー第２５６０地区 

第３分区ガバナー補佐 五十嵐 文平君 

 

 ガバナー補佐経費負担金納入について（お願い） 

 振込金額 500 円×会員分(H28 年１月 1 日現在) 

 振込先 大光銀行 安田支店 普通 3504062 

     第３分区ガバナー補佐 五十嵐 文平 

 振込期限 平成２８年３月３１日（木） 

 

 ５、新津ロータリークラブ 

創立６０周年実行委員長 荻野 構一 

 

   創立６０周年記念式典の御礼と記念誌発行の 

   お知らせ。 

 

＜委員会報告＞ 

新津中央 RC 

小川 信正 ライラ実行委員長より 

ライラ研修の報告書の配布 

 

風間 啓一郎 ロータリー財団委員長より 

２月２０日（土） 

第２回ロータリー財団セミナー参加の報告 

 

＜その他＞ 

・特別会費より 

 ロータリー財団ポールハリスフェロー及び米山奨学

記念委員会米山功労者選出について 

 

 皆様より月 1,000 円づつ徴収させていただいている

特別会費ですが、ロータリー財団と米山記念奨学会

への寄付を目的としております。 

 会費より毎年、財団ポールハリスフェローと米山功

労者併せて 3～4 名選出し、全員が選出されるまで行

います。(但し入会後規定の年数に達していない方は

除かれます。) 

  全員選出され一巡したあとは、また初めから行うこ

とになっております。 

 今年度の累計額は現在、前年度よりの繰越金 94,000

円、今年度徴収分 350,000円の合計 444,000円ですが、

本日ポールハリスフェロー2 名と、米山功労者 2 名

を選出したいと思います。 

 ポールハリスフェローは 1 名 1,000$で 

 1,000$×116 円×2 名＝232,000 円になります。 

 米山功労者は 1 名 100,000 円で 

 100,000×2 名＝200,000 円になります。 

 残金の 8,000 円は次年度へ繰越させていただきます。 

 尚、このポールハリスフェローと米山功労者の寄付

金は、後ほど証明書が送付され寄付金控除の対象と

なりますのでよろしくお願い致します。 

  

 ポールハリスフェロー2 名 

 遠山 悦男君、川名 一弘君 

 

 米山功労者 

 赤井田 幸一君、青柳 敏明君 

  

 今年度は上記 4 名が選出されました。 

 

 

 



＜出席報告＞ 

  前回の訂正  欠席者11名中1名メーキャップの為 

        67.75%に訂正 

  本日の出席 会員 31 名中 19 名出席で 61.3％  
でした。 

 

  １００％出席者表彰 佐々木 健哉君 １５年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 おめでとうございます。こらからも続けてください。 

 

＜プログラム＞ 

 会長・幹事担当 

山田 道夫会長より水の危機についての卓話でした。 
 

ニコニコボックス  
◇新津 RC 吉田さん、小柳さん御来訪ありがとうござ 
 います。今月も健康に気を付けて頑張りましょう。 

会長 山田 道夫君 
幹事 齋藤 嘉昭君 

 
◇３月２４日で７９才になります。 
 おかげさまで生きております。 

今井 重朗君 
 

◇ポールハリスフェロー、ありがとうございます。 
遠山 悦男君 

 
◇１５回目の１００％出席、ありがとうございます。 
 これからも頑張ります。 

佐々木 健哉君 
◇女房の誕生日祝いありがとうございます。 
 先週は観音寺様にて座禅をし、おもいっきり叩かれ 
 ました。大変ありがたいと思いました。「いのちのロ 
 ーソク」で人間の命は一本のローソクに火をつけた 
 ような物である。減ってゆく命を減らぬようにする 
 ことは誰にもできない。ただどこをどの様に照らし 
 てゆくか、これだけは人間に与えられた、たった一 
 つの自由である。素晴らしかった。 

赤井田 幸一君 
 
◇妻の誕生祝い有難うございました。でも誕生日が、 
 月末なので、勘違いされると悪いので隠しておきま 
 す。 

川名 一弘君 
 
◇結婚祝いありがとうございました。 
 結婚して３８年たちました。お互いにあっちこっち 
とガタが来ています。あと何回祝ってもらえるか
な？ 

小川 信正君 

◇米山功労者ありがとうございます。 
青柳 敏明君 

 
◇結婚記念日、誕生日のお祝いをありがとうございま 
 した。 

齋藤 嘉昭君 
 
 

    本日の合計 10,000円（累計 226,600円） 
 
財団ボックス  
◇結婚祝いを頂き、ありがとうございます。 
 早いもので３３年になります。 

風間 啓一郎君 
 

◇ポールハリスフェローに選出させて頂き、有難うご 
 ざいました。今後もクラブに貢献していこうと思い 
 ます。 

川名 一弘君 
 

本日の合計 2,000円（累計 46,386円） 
 
 
＜点 鐘＞  

 拍  手 


