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２０１６年８月第２例会 

 

＜点   鐘＞ 
 拍 手 
 
＜握手タイム＞ 
 
＜会長挨拶＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは、台風のフェーン現象下、厳しい暑さがつ
づいております。本日は新津ロータリークラブ前田会
長、山口幹事 新津中央ロータリークラブへようこそ。
先週は、私と川名幹事とで貴クラブへ訪問させていた
だき、歓待を受け大変ありがとうございました。会長
として感じた貴クラブの印象は、例会の時間の使い方、
内容も大変洗礼されていて、私語もなく、さすが親ク
ラブで、かつての歴代ロータリー地区ガバナー、１９
９０～１９９１年度原 猛氏を輩出したクラブの風格
を感じました。前田さん、山口さんとはこの日曜日の
第１回地区運営検討会でも一緒でしたが、この年度以
降地区の改善点が上程され、どの課題も地区大会まで
に結論を求められるとのことで、ますます第３分区の
まとまり、結束が必要と感じました。 
改善点の検討 
（１） 地区事務所の固定化 
（２） ガバナー選出の輪番制 
（３） 地区改善委員会（仮称）の常態化 
 
 さて、今日の例会は目黒副会長の担当でございます。
先日たまたまテレビを見ていましたら、当クラブ会員 
観音寺様、阿部正機君の禅の集いの番組がありました。
夏休み中の市内外の子供さんたちの座禅会あり、写経
あり、また精進料理になるのか、大豆のお肉入りのカ
レーの食事、はたまた夜は墓場での肝試し等、子供た
ちの歓声が鳴り響いていました。仏教を通して豊かな

情操教育。これもまたロータリーの立派な奉仕の精神
かなと思って、私も楽しい気分になりました。目黒檀
家総代は、どこに登場したのかわかりませんでしたが、
幽霊役はだれだったのかと思っていました。 
 
＜ゲ ス ト＞  
いらっしゃいません。 
 
＜ビジター＞  
新津 RC より 
会長 前田 正実君 
幹事 山口 高司君 

小柳 陽一君 
 
＜卓 上 花＞  
花   名／ バンダ 
原 産 地／ 東南アジア 
生 産 地／ 岐阜県 大垣市 
花  言  葉／ 身軽 

 
＜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 

米山記念奨学委員会   田中 雅史君 
     寄付増進委員会     石澤 雅弘君 
 
第１回米山記念奨学委員長セミナー開催 
 
日 時：２０１６年９月１７日(土) 
    受付・登録 １２：００～１３：００ 
    セミナー  １３：００～１６：００ 
    講 演   ゴ・ゴク・クーン 
   （ベトナム・ダナン市ダナン計画投資局勤務） 
 
会 場：長岡ベルナール２F チェルシー 
    〒９４０－２１０２  

新潟県長岡市千秋１－１０００－１ 
TEL：０２５８－２９－０１０１ 

 登 録：３,０００円（当日ご持参ください） 
 
出席義務者 米山奨学委員長または代理者 

       ８月２９日までにご返信ください 

 

 

 

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」 



２.第３分区ガバナー補佐     佐藤 渉君 
 五泉ロータリークラブ会長  石川 堯晃君 
 I・M 実行委員長       山田 浩一君 

 
２０１６～２０１７年度 国際ロータリー第２５６０
地区 第３分区 I・M 開催のご案内 
 
 日 時：２０１６年１０月１６日(日) 
          １３：００ 登録開始 
          １３：３０ 開  会 
          １６：５０ 懇 親 会   
          １８：３０ 懇親会終了 
  
 場 所：ガーデンホテル マリエール 
      五泉市赤海１０７４－1 

 TEL:0250-42-1212 
 
登録料： お一人様 １２,０００円 

 
 送金先： さくらの街信用組合 本町支店 
       普通預金 No.０１５８６０１ 
       五泉ロータリークラブ  
       ガバナー補佐 佐藤 渉 
※登録料は９月２３日(金)までに上記口座へ 
ご送金願います。 

                               
申込先  五泉ロータリークラブ事務局 
       〒９５９－１８６４  

五泉市郷屋川１－２－９ 
          五泉商工会議所内 
         TEL：0250-43-5551 
         FAX：0250-42-1151 
 
その他 貴クラブ会員名簿を９月９日(金)までに 
    ご連絡下さい 

                                                       
                                                                             
＜委員会報告＞ 
 な し 
 
＜出席報告＞ 
 前回の訂正  欠席者 10名中 3名メークアップの為 
       76.67%に訂正 
 
 本日の出席 会員 30 名中 18 名出席で 60％でした。 
 

＜ビジター挨拶＞ 

新津 RC 会長 前田 正実君  幹事 山口 高司君 

 

 

 

 

 

＜プログラム＞ 

会長エレクト・副会長  

目黒 正文君 卓話担当 

 

 

 

 

 

長崎原爆投下とオリンピックを交えた平和のあり方 

都知事選から見る新潟都知事選の展望 

 

ニコニコボックス  

♢新津中央 RC の皆様、本日は宜しくお願い致します。 

新津 RC 前田 正実君 

山口 高司君 
 
♢新津 RC 前田会長、山口幹事、本日は当クラブへよう 
こそおいで下さいました。先日の地区運営検討会では
色々改善案が上程され、今後より一層地区の結束が必
要と感じました。これからもより地区の発展のため宜
しくお願い致します。 

                  押味 弘一君 

                  川名 一弘君 
 

♢新津 RC 会長、幹事のご来訪を心より歓迎いたします。 

 下手な卓話をお聞きいただきありがとうございます。 

                  目黒 正文君 
 

♢新津ロータリークラブ前田会長、山口幹事さん、よう

こそご来訪頂きありがとうございます。両手を上げて

歓迎いたします。 

                  山田 道夫君 
 

♢申し訳ございません。本日早退いたします。 

                  坂爪  慶君 
 

本日の合計 6,000 円（累計 52,600 円） 

 

財団ボックス  

♢ニコニコボックスと同文です。 

                  前田 正実君 

                  山口 高司君 
 
♢目黒さん、卓話ありがとうございます。いつも私の知

らない大切なお話をしていただき勉強になっています。

これからもいろいろ教えて下さいネ。 

                  川名 一弘君 
 
♢コイン BOXより             3,741円 

 

         本日の合計 5,741円（累計 9,346円） 
 

米山ボックス  

♢８月６日（土）防犯パトロールに参加の皆様、暑い中

本当にお疲れさまでした。多分、多くの市民の皆様に

ロータリー活動の PRが出来たことと思い感謝いたし

ます。 

                  川名 一弘君 
 
      本日の合計 1,000円（累計 9,769円） 
 

＜点 鐘＞  

拍 手  


