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２０１６年８月第１例会 

 

＜点   鐘＞ 
 拍 手 
 
 
＜四つのテスト唱和＞ 
ソングリーダー 川名 一弘幹事 
会場内の会員全員で唱和する。 
 
 

＜握手タイム＞ 
 
 

＜会長挨拶＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こんにちは、梅雨明けして以降、きびしい暑さが続

いております、私は体力維持に懸命ですが、皆様いか

がでしょうか。 

先日の家族納涼ビアパーティーには、多くのご家族か

らご参加をいただき、大いに盛り上がって良かったと

思います。 

さて、8月第一例会は、ベトナムからのロータリー

米山奨学生、リンさんのお話を聞く機会をもうけまし

た。ベトナムといいますが、さてどんな国だったかと

思い、久しぶりに歴史を学んでみました。思い出すの

はベトナム戦争という負の遺産ばかりで、その前後は

どうだったろうと振り返ってみました。第二次世界大

戦が起こる前までは、ベトナムはフランス領インドシ

ナ連邦となっていましたが、ヨーロッパで第二次世界

大戦が勃発すると、ドイツの快進撃で 1940年 6月にフ

ランス軍が降伏。軍国主義時代の日本軍がフランス領

インドシナ連邦に進駐することになります。ですがそ

の日本軍が最終的には敗北、その日本の敗北を受けて、

1945年 9月、北部のホー・チ・ミン率いるベトナム独

立連盟がベトナム民主共和国を樹立することを宣言し

ます。この独立を認めたくないのは、戦勝国の中でも

特にフランス。もともとフランスの植民地でしたから、

フランスは南部に傀儡政権を建国、そしてホー・チ・

ミンの北ベトナムと争うこととなります。これが第一

次インドシナ戦争です、この戦争は 8年間続きました

が、フランスの敗北に終わり、1954年のジュネーブ協

定により、北緯 17線を境にした南・北ベトナムと分断

されました、アメリカを後ろ盾にした、南ベトナムで

は、北ベトナムの武力による統一を試みる南ベトナム

解放民族戦線(ベトコン)を結成し南下、内戦が始まり

ます。 

1961年この状態を見た時のアメリカ大統領ジョン､Ｆ、

ケネディは、旧ソ連を後ろ盾にした北ベトナムの南下

による東南アジアの次々と共産化を恐れついに、軍事

介入に踏み切ります。共産主義と資本主義の長いベト

ナム戦争という冷戦がはじまります。 

今は、ベトナムは社会主義国ですが、1986年以降に市

場開放され、年々経済成長率を伸ばし、先日も日本の

高島屋が、ホーチミン市に、ベトナム第 1号店をオー

プン致しました。リンさんが今後ますます日本との交

流をしていけます事を期待します。 

 

＜ゲ ス ト＞  
米山奨学生 
グエン・ティ・トゥイ・リンさん 

 
＜ビ ジ タ ー＞  
 新津 RC より 
 三村 秀夫君 
 吉田 健治君 
 
＜卓 上 花＞  
花   名／リンドウ 
       
原 産 地／温帯地方 
生 産 地／栃木県那須高原 
花  言  葉／貞節、満ちた自信 

 

 

 

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」 



＜パートナー誕生祝い＞ 
 ・髙橋 健朗君  奥様 仁美様（8/4） 
 ・小林 一大君  奥様 由実様（8/13） 
 ・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） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜お食事＞ 
 お食事をどうぞ！ 
 
＜幹事報告＞ 
１．第 3 分区ガバナー補佐 
               佐藤 渉君 
 
  第１回第３分区 会長・幹事会のご案内 
 
 ・日時：平成 28年 8月 26日（金） 
     午後 6時 30分～ 
 ・場所：ガーデンホテル マリエール 
     TEL 0250-42-1212 
 ・会費：一人 5000円 
  締め切り 8/19（金） 
 
２．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 
           事務局長 岩趨 俊久君 
   

奨学生証送付の件 
 
・同封物 
奨学生証           1 枚 

 
３．にいつハロウィン仮装祭り実行員会 
         実行委委員長 加藤 智栄君 
 
  暑中見舞い及び  

ハロウィン仮装まつり協賛のお願い 
 
  ・実施日時：10 月 29 日（土） 
  
  ・主な内容：仮装コンテスト、仮装パレード他 
  
  ・主催：にいつハロウィン仮装祭り実行員会 
 
  ・共催：新津 YEG、新津 JC 
       
 
＜出席報告＞ 
 
  前回は家族納涼ビアパーティーで義務出席の為 
                 100％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＞ 

 会長・幹事担当 
 
米山奨学生 
グエン・ティ・トゥイ・リンさんの卓話 

 

 日本、新潟で何を学び、今後どう生かしていくのか、 

さらに新津中央RCとの交流についての卓話でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ニコニコボックス  

◇いつもお世話になっております。本年度も宜しくお

願い致します 

            新津 RC 三村 秀夫君 

 

◇家族納涼パーティでは親睦委員会の皆さんのご協力

のもとで完売できました事感謝しております。水や

りを忘れずに良い花を咲かせてください。 

             幹事 川名 一弘君 

 

◇57回目の家内の誕生祝ありがとうございました。 

               風間 啓一郎君 

 

◇妻の誕生祝ありがとうございます。 

                青柳 敏明君 

 

◇ごめんなさい、早退します。 

                齋藤 嘉昭君 

 

◇7月 29日家族納涼ビアパーティーオークションより 

                  7,600円 

            

   本日の合計 14,600 円（累計 46,600円） 

     

＜点 鐘＞   

  拍  手 

 

 



＜理事会報告＞ 

理 事 会 
 

日  時   平成 28年 7月 26日（火） 18:30～   

場  所   一 楽 

案 内 者   押味、山田、目黒、川名、保坂、赤井田(会議のみ)、関口、望月、川﨑、諸橋 

土田、青柳、井浦、佐々木、遠山、草野、風間(会議のみ)、坂爪 

 

2016～2017年度 
 ＲＩ会長          ジョンＦ.ジャーム 
 ＲＩテーマ         「人類に奉仕するロータリー」 
 ＲＩ第 2560 地区ガバナー   田中 政春 
 地区テーマ         「基本を学び、地域と共に」 
 クラブ会長のテーマ     ロータリー価値観の向上          

〈親睦・高潔性・多様性・奉仕の理想の追求〉 

  会議 13人 食事 11人  
 
１．会長挨拶 
２．本日の協議事項  
①  8・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  その他 

    ・関口 克征君退会申請について 
  ・クラブ細則について 
  ・予算額について  

      ・ロータリー財団 100周年記念ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 公共ｲﾒｰｼﾞ向上協力金について 
   ・ガバナー補佐経費負担金について 
   ・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 
   ・あきはなび(花火)協賛について 
   ・秋葉区献血推進協議会「献血募金」の協力について 
  

【8月の例会行事】  
         第 1例会   8/2   会長・幹事     米山奨学生 リンさん卓話   

第 2例会    8/9     卓話担当      目黒 正文君                                                       
      第 3例会    8/16    お盆のため休会 
      第 4例会   8/23    卓話担当      佐々木健哉君  
            第 5例会  8/30     〃        山田 道夫君 
 
            理事会    8/30    18:30～  
 

【9月の例会行事】  
         第 1例会   9/6   会長・幹事       

第 2例会    9/13    14(水)の新津ＲＣとの合同夜例会に振替                                                     
      第 3例会    9/20    卓話担当      遠山 悦男君 
      第 4例会   9/27      〃               坂爪 慶君      
 
            理事会    9/27    18:30～  
 
 

クラブ内行事  
  8/6 (土)    きてきちの歩行者天国・こんばんは市 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 
           ※パトロール修了後、希望者による慰労会 
            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 
 



  9/14(水)  新津ＲＣとの合同夜例会 場所：ホテル美好 18:30～  
            (新津ＲＣ主催) 会費：4,300円 個人負担 3,000 円 ｸﾗﾌﾞ負担 1,300円 
 
 
           

   地区行事 

     8/6(土)    新入会員(入会 1-3年)研修セミナー  セミナー13:30～15:30 

懇親会 15:50～17:30 

場所：長岡ベルナール 

会費：5,000円(懇親会) 

                            今回は欠席 

                         

     8/7(日)   地区運営改善検討委員会(PART1)   14:00～16:30 

場所：ＮＳＧ 

押味会長・川名幹事出席 

 

     8/20(土)  第 1回ロータリー財団セミナー    13:00～16:00 

場所：長岡グランドホテル 

登録料：3,000円 

                                                        Ｒ財団委員長・国際奉仕委員長に出席要請 

風間Ｒ財団委員長出席 

 

          8/27(土)  国際奉仕フォーラム   ﾌｫｰﾗﾑ  13:30～15:50 

懇親会 16:00～17:30 

場所：ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ新潟 

会費：6,000円(懇親会) 

青柳国際奉仕委員長ﾌｫｰﾗﾑのみ出席 

 

          9/4(日)   

～5(月)  米山奨学生親睦交流会  蓬平温泉他 

参加費：ﾛｰﾀﾘﾝ 15,000円 

奨学生 10,000円 

                      小川カウンセラー、リン米山奨学生参加 

 

10/6(木)   

～7(金)  地区大会記念ゴルフ大会  ヨネックスＣＣ 

プレー代：9,870円(食事券 1,000 円付) 

個人参加費：4,000円 

団体戦参加費：10,000円 

締切：8/12 

草野親睦委員長取りまとめ 

                                            
   地域行事                         
             
     その他 
    ・関口 克征君退会申請について 
      7/末付退会 ＳＡＡはどうするか？ 関口君の退会を承認 
      ＳＡＡに望月君、副ＳＡＡに保坂君、委員に髙橋君を選出 
      理事の増員はなし 
 
    ・クラブ細則について 
      ロータリー規定審議会で変更になった部分についてのクラブの対応 
      入会金・職業分類・例会開催回数 
      今年度は変更無なし  
 

  



・予算額について  承認 
 
・ロータリー財団 100周年記念ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 公共ｲﾒｰｼﾞ向上協力金について 

     11/27に緒方貞子さんをはじめ、第一線で活躍するロータリー財団学友を集めて 
シンポジウムを開催 

     新聞社にシンポジウムを取材いただき、国際ロータリーおよびロータリー財団の 
公共イメージ向上に役立てるため 

     金額は任意、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。9/30まで 
     承認 社会奉仕委員会費より支出 
 
   ・ガバナー補佐経費負担金について 

  500円×会員人数分 
  承認 分区拠出金に予算計上済み 
 
・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 
  20,000円 7/29まで 
  承認 青少年奉仕委員会費に予算計上済み 
 
・あきはなび(花火)協賛について 
  今年で 4回目 毎年 新津ＲＣと折半で 1尺玉 70,000円を打ち上げ 
  今年はどうするか？ 
    8/19まで 
  前年度と同様で承認 社会奉仕委員会費に予算計上済み 
   
・秋葉区献血推進協議会「献血募金」の協力について 
  毎年 1口 1万円協力 
  今年はどうするか？ 
  8/末まで 
  承認 社会奉仕委員会費に予算計上済み 

 

 

＜社会奉仕事業＞ 

 

         きてきちの歩行者天国・こんばんは市 防犯パトロール 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   大変お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 


