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２０１６年７月第３例会 

 

＜点   鐘＞ 
 拍 手 

 
＜握手タイム＞ 
 

＜会長挨拶＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こんにちは、梅雨明けまじかの時節、暑さに負けぬ
気力と体力で乗り切りたいと思っております、皆様い
かがでしょうか。 
 さて、７月第三例会はクラブフォーラムでございま
す。先週発表できなかった委員会の残りと、さきの 2016
年規定審議会においてなされた、国際ロータリーの定
款や細則等の改定点を踏まえながら当クラブの定款、
細則を見直すか、ご意見をうかがう場にしていく例会
としていこうと思います。堅い話の前に、イチローの
話を少ししましょう。イチローは現在メジャー通算安
打 2994 本、昨日 3本固め打ちし、3000本安打まで 6
本にまで迫ってきました、メジャー3000本も時間の問
題となってきました。もちろんピートローズの大リー
グ通算安打記録 4256本も、日米通算ではあるが今年記
録を更新し、まだまだ伸ばし中という。走攻守 3拍子
揃った凄い選手ですが、イチローは記録もさすがです
が、彼がニューヨークヤンキースから今のマイマミマ
ーリンズに移籍した 2015年 3月、東京で行われた入団
記者会見を聞いた時でした。記者の問いかけにイチロ
ーは、こんな風に答えました。 
「記録を残すこと、記録は大切なもの、しかしこれが
すべてではない。目標があるだけでプレーを続けるも
のではない。人がどう思うかは自由ですが、僕自身そ
れがすべてではありません。」さらに記者から日本のフ
ァン、世界のファンの皆様にメッセージをお願いされ

た時に、イチローは「それが僕が苦手にしていること
のひとつです。」さらに「これからも応援よろしくお願
いします。」ー呼吸おいて、「と僕は絶対に言いません。
応援していただける選手であるために、僕は自分でや
らなければならないとをお約束して、それをメッセー
ジと致します。」と結びました。人生哲学を聞いたよう
な会見でびっくりしました。42、3歳にしてこれだけ
のことがさらりと言えるイチローは、凄いと思います、
私もイチがつきますが名もない一市民で、とてもかっ
こいいことは言えません。 
一つ一つ与えられた任務を愚直にこなしてゆこうかな
と思っています。 
 
＜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 
 
＜卓 上 花＞  
花   名／バラ 
原 産 地／西アジア 
生 産 地／愛知県渥美町 
花  言  葉／赤   熱烈な 
      ピンク 温かい心 
  

＜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 

    ガバナー         田中 政春君 

    国際奉仕委員長      米山 孝之君 

    青少年交換委委員長    本間 啓介君 

 

    国際奉仕フォーラム開催のご案内 

  日   時:2016年 8月 27日（土） 
        受 付  13:00～13:30 
        ﾌｫｰﾗﾑ   13:30～15:50 
        懇親会  16:00～17:30 

 

 

 

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：押 味 弘 一  

幹 事：川 名 一 弘   ｸﾗﾌﾞ会報委員長：坂爪  慶 

2016～2017 年度 

国際ロータリー会長 

ジョンＦ．ジャーム 

(米国 CHATTANOOGAＲＣ） 

人類に奉仕するロータリー 

ＲＯＴＡＲＹ  

ＳＥＲＶＩＮＧ 

ＨＵＭＡＮＩＴＹ 

 

2016～2017 年度 国際ロータリー第 2560 地区ガバナー 田 中 政 春：（長岡西 RC） 

 テーマ  「基本を学び、地域と共に」 



 会    場:ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ新潟 3F飛翔の間 
           新潟市中央区万代 5-1 1-20  

TEL : 025-245-3333 
 

 出席義務者: 各クラブの国際奉仕・青少年交換ご担
当の委員長様か、それに準ずる方１名
以上のご出席を お願い致します。 
尚、登録料は不要です。 

 
 懇親会費:6,000円（会費は当日徴収致します。） 
 ※例会用名札をご持参くださいます様お願い致し 

ます。  
 
２.  新津中央 RC 
     幹   事          川名 一弘君 
     社会奉仕委員長   土田  裕君 
 

第 3 回歩行者天国・ 
こんばんは市防犯パトロールのご案内 
 

  日時：平成 28年 8月 6日(土) 
18：45 地域交流センター集合 
19：00 パトロール出発 

      本町のメイン通りで開催されます。 
 
  ★パトロール終了後、希望者による慰労会を行い 

ますので、併せてご出席ください。 
    場  所：わいわいボックス 

会  費：3,500円   個人負担 2,000円 
                   ｸﾗﾌﾞ負担 1,500円 

             ※当日ご持参ください。 
 
３．国際ロータリー第 2560地区 

2016～2017年度 
ガバナー         田中 政春君 
地区大会実行委員長    細川 恭一君 
ゴルフ大会実行委員長   田中 哲夫君 
 

  国際ロータリー第 2560地区 2016～2017年度 
    地区大会記念ゴルフ大会のご案内 
 

 日    時：2016年 10月 6日（木）7日（金） 
         参加日は別紙 地区大会記念ゴルフ大会 

開催日をご参照ください。 
 
会    場：ヨネックスカントリ－クラブ 
 
登録受付：6時 30分から 

  ※各自スタート 30分前までに受付して下さい。 
  ※スタート前にキャディーマスター室近辺で 

組ごとに田中ガバナーと記念撮影を予定して 
います。 

 
スタート：7時 32分、ＯＵＴ・ＩＮ 
 
競技方法：18ホールストロークプレイ 

（9ホールペリア方式） 
 
参加資格：ロータリー会員及びその家族 
 
表    彰：団体戦 クラブ対抗 

（各クラブ上位 3名のネットスコア合計） 
        優勝 準優勝 3位 4位 5位 10位  

       個人戦 優勝 準優勝 3位 4位～10位  
以下 10位刻み 

          ＢＢ賞 ＢＭ賞 ＢＧ賞  
ドラコン賞 ニアピン賞 

※ドラコン賞・ニアピン賞は各日ごと 
表彰 
その他表彰は 2 日間合計 

 
申込締切：8月 12日（金） 
 
参加申込：別紙にてクラブ単位でお申込みください。 

出来るだけクラブ毎に組合せいたします
ので 3～4名１組でお申込みをお願いい
たします。 
人数によっては他クラブ会員との組み合
わせもございます事をご承知おきくださ
い。１名様での参加も歓迎いたします。 
※組合せ表は事前に各クラブにお送りい
たします。 

 
申込方法：大会事務局（田中ガバナー事務所）まで

メールまたはＦＡＸでお申込み願います。 
※可能な限り、メールにて申込みください。 

       ※氏名は正確にご記入ください 
     （参加賞にネームタグをご用意しています） 

E-mai1: m.tanaka＠rid2560niigata.jp 
ＦＡＸ: 0258-86-7068 

  
プレー代：9,870円（1,000 円食事券付） 

※上記料金は４バック乗用カートセルフ 
料金です。 

      ※キャディー付きの場合はプラス 2,160円 
となります。 

      ※キャディー人数に限りがございます為，
ご希望を頂いた場合でもお付けできない
組もございます事をあらかじめご了解頂
きたいと思います。 

      ※プレー費は各自で精算をお願いします。 
 
参 加 費：個人参加費  4,000 円 

      （内，1,000円はチャリティーワンオンチ
ャレンジ料金） 
団休戦参加費 10,000 円 

（エントリークラブのみ） 
  
４．国際ロータリー第 2560地区 
      ガバナー  田中 政春君 
 
   ロータリー財団 100周年記念シンポジウム 

公共イメージ向上協力金のお願い 
  
   金額は任意ですが、目安としてお一人 250円 

以上のご支援をお願いいたします。 
 

  振込締切日：2016年９月 30日（金） 
   
振込先：第四銀行 長岡西支店 普通預金  

                                    1401884 
ｱｰﾙｱｲﾆｾﾝｺﾞﾋﾔｸﾛｸｼﾞｭｳﾁｸ ﾁｸﾁｸﾀｲｶｲｼﾞﾂｺｳｲｲﾝｶｲ 
RI2560地区 地区大会実行委員会 

       ﾁｸｻﾞｲﾑｲｲﾝ    ｱｲﾀﾞ ﾄﾖｵ 
       地区財務委員 相田 東洋雄 
 

返信先：田中ガバナー事務所 
      E-mai1: m.tanaka＠rid2560niigata.jp  

ＦＡＸ: 0258－86－7068 



 ５.阿賀野川あきはまつり実行委員会 
        実行委員長    熊倉 淳一君 
        あきはなび部部長 中野 真行君 
 
  2016 年阿賀野川あきはまつり 
    「あきはなび」への協賛のお願い 
    

日  時：2016年 9月 18日 
    

開催地：阿賀野川水辺プラザ（秋葉区金屋） 
  

協賛金納入期日：9月 4日 
   何卒ご協力よろしくお願い致します。 
    
＜委員会報告＞ 
 
 目黒 正文君より 
 

明るい社会プログラム講演会のご案内 
 

   演 題：『健康寿命を伸ばそう』 
  

日 時： 7 月 30 日 
  

場 所：新津交流センター 多目的ホール 
  

講 師：若林 広行先生 
       新潟薬科大学 臨床薬物治療学教室教授 
  

 ＜出席報告＞ 

前回の訂正 欠席者 9 名中 2 名メーキャップの為 

         77.42％に訂正 

 

本日の出席 会員 31 名中 19 名出席で 

61.30％でした。 

 

＜プログラム＞ 

 先週に引き続き 7 月 19 日（火）はクラブフォーラム 

です。 

 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． プログラム委員長 

遠山 悦男君 

（欠席の為 川名幹事が代読） 

 

２．社会奉仕委員長 

土田 裕君 

  

 

 

 フォーラム終了後押味会長よりアメリカ、シカゴで

先日行われた規定審議会で採択された内容に対して 

 説明が話された。 

 会員にレポートの熟読を促した。 

  

 

 

ニコニコボックス  

 

◇おかげさまで息子が結婚いたしました。 

 初孫が一日も早く授かりますように願っています。 

                 目黒 正文君 

 

◇ごめんなさい、早退します。 

                 齋藤 嘉昭君 

 

◇前回より週報作成させていただいております。 

 また、お褒めの言葉もいただき、ありがとうござい

ます。今後とも宜しくお願い致します。 

                 坂爪  慶君 

          

    本日の合計 12,000 円（累計 32,000 円） 

 

財団ボックス  

  

◇コイン BOXより 

 

    本日の合計  2,605 円（累計 3,605 円） 

 

＜点 鐘＞  

 拍  手 


