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２０１６年９月第１例会 

 

＜点   鐘＞ 
 拍 手 
 
＜握手タイム＞ 
 
＜会長挨拶＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こんにちは。心配された台風１２号は熱帯低気圧と

なって、日本は雨模様となったようです。先週積み残
した会計監査報告から、地区ガバナー報告、委員会報
告等盛りだくさんあります、スピーディーに進め行こ
うと思っています。 
さて、今日は秋葉警察署長・山内栄一様をお迎えす

ることが出来ました。山内様におかれましては、大変
忙しいご公務の中、秋葉警察署と大変深いパイプを持
つ遠山悦男君の計らいで、新津中央ロータリークラブ
の卓話を戴けることが出来ました。誠にありがとうご
ざいます。日頃皆様には、駐車違反・スピード違反な
ど有り難くない違反切符を切られたことがあったか、
なかったかは知りません、ましてや警察署二階の留置
所がどうなっているか、入ったことも、見たこともな
いのではないでしょうか。遠山さんが見学してみたい
のだけど、「押味さん入ってみたことはあるかね」と冗
談を言われました。私は即座に「ハイ、あるわね」と
答えました。遠山さんはビックリしたようでしたが、
私は１０年ほど前に、秋葉警察署改修工事の時、建設
工事として、きれいに塗装してきたからよく覚えてい
ます。窓や入口に鉄格子がはまっている以外大変清潔
になっている様に記憶しています。接見するときの部
屋は、窓には細かい穴の開いたアクリル板越しにしか
話が出来ないようになっていました。 
さて、今日の演題は「秋葉警察署管内の現状と感想」

とお聞きしています。私どもが知りえない貴重な話が
聞かれるのではないでしょうか。簡単ではございます
が、挨拶に代えさせて頂きます。有難うございました。 

＜ゲ ス ト＞  
秋葉警察署 署長    山内 英一様 
秋葉警察署 交通課長  金塚 隆之様 
米山奨学生 グェン・ティ・トゥィ・リンさん 
 
＜ビジター＞  
いらしゃいません。 
 
＜卓 上 花＞  
花   名／ ガーベラ 
原 産 地／ 南アフリカ 
生 産 地／ 豊川市 
花  言  葉／ 神秘 

 
＜会員誕生祝い＞ 
・風間 啓一郎君  （９/９） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜パートナー誕生祝＞ 
・土田 裕君    （９/８） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜結婚記念日＞ 
・五十嵐 純一君  （９/７） 
・保坂 勝志君   （９/１９） 
 
＜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：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」 



＜幹事報告＞ 
１． 理事会報告 

8 月 30 日理事会を開催 
例会行事・その他クラブ内行事 
会長幹事の席にマイクを用意する  

 
２． 国際ロータリー第２５６０地区 

 ２０１５-１６年度 
 

ガバナー  山本 和則君 
          地区財務委員会 山岸 誠一君 
 

山本（２０１５-１６） 
年度資金決算報告書（安）について 

 
   先日無時会計監査を終了いたしました。 
   別紙のとおりご報告させていただきます。 
 
３． 国際ロータリー第２５６０地区 

 ２０１７-１８年度 
 
         ガバナー  新保 清久君 

 
   新保ガバナーエレクト事務所開設のお知らせ 
 
   この度下記にて『新保ガバナー事務所』を開設

させて頂きましたので、ご案内申し上げます。 
 

郵便番号 951-8053 
住  所 新潟市中央区川端町 6-53 

ホテルオークラ新潟 1F 
電話番号 025-222-2561 
FAX 番号 025-222-2565 
E-mail：  k.shinbo@rid2560niigata.jp 
スタッフ ガバナーエレクト 新保 清久君 

        地区幹事     丹治 芳子君 
        地区財務委員   伊藤 秀夫君 
 
４． 国際ロータリー第２５６０地区 

２０１６-１７年度 
 

       地区大会実行委員長 細川 恭一君 
 

 地区大会プログラム広告協賛のお願い 
 
 ○広告協賛掲載料 
  １ページ 10 万円 １/2 ページ 5 万円 

1/3 ページ 3 万円 
※PDF データで送付ください。 

 ○お申し込み締切日 
  2016 年 9 月 20 日（火）  
 ○お申し込み・お問い合わせ先 
  大会事務局 
  国際ロータリー第 2560 地区田中ガバナー事務所 
 
  〒940-2108 
  長岡千秋 1-253-3 ベルダンビル１F 
   
  TEL：0258-86-6236 
  E-mail：m.tanaka@rid2560niigata.jp 
 
＜会計報告＞ 
 赤井田 幸一君 
 2015 年 7 月 1 日〜2016 年 6 月 30 日  
 収支決算の報告 
 
 

＜監査報告＞ 
 川崎 松雄君 
 2015 年 7 月 1 日〜2016 年 6 月 30 日まで 
 正しく適合に処理して御座いました。 
  
 質問は無く、拍手にて承諾されました。 
 
＜米山奨学金授与＞ 
 米山留学生 グエン・ティ・トゥィ・リンさんへ 
 奨学金の授与 
                                                                                                                                
 
＜委員会報告＞ 
 ・風間 啓一郎君 
  本日財団 BOX を回させて頂きます。 
 
 ・小川 信正君 
  米山留学生との交流会開催の件 
  事業創造大学、鈴木教授から１月に卓話を 
  して頂けることとなりました。 
 

＜プログラム＞ 

秋葉警察署署長、山内 英一様より 
 「秋葉警察署管内の現状と感想」という演題で 
 卓話をして頂きました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜出席報告＞ 
 前回の訂正  欠席者 12 名中 3 名メークアップの為 
       70.00%に訂正 
 
 本日の出席 会員 30 名中 21 名出席で 70.00％でした。 
 

ニコニコボックス  

♢秋葉警察署署長、山内 英一様 交通課長 金塚様 
新津中央ロータリークラブへようこそ 
これからも末永く宜しくお願い致します。 
                  押味 弘一君 
 
♢秋葉警察署署長、山内様のご来訪を心より歓迎致しま
す。県民の安心・安全な街づくりの為、これからも尽
力宜しくお願い致します。 
                  川名 一弘君 
 
♢秋葉警察署署長、山内様 交通課長 金塚様 
本日はありがとうございます。 
                  遠山 悦男君 
 
♢ うちの奥さんの誕生日祝い頂き大変ありがとうござ
いました。歳をバラされてしまったのですが、今日の
出席者の皆様には、絶対に秘密という事でよろしくお
願い致します。もしこの事が奥さんに知られると、私
の命が危ういので宜しくお願いします。それでなくて
も誕生日のお祝いを催促されています。 
                   土田 裕君 

mailto:k.shinbo@rid2560niigata.jp
mailto:m.tanaka@rid2560niigata.jp


♢結婚記念祝いありがとうございます。これからも頑張
ります。 
                  保坂 勝志君 
 
♢大変申し訳ございません、早退させて頂きます。 
今月１８日に予定されています あきはなび 本日協
賛の締切日です。本年度大変苦戦しております。最後
の最後、何卒皆様からのご支援宜しくお願い致します。 
                  高橋 健朗君 
 

本日の合計 6,000 円（累計 66,600 円） 
 

 
 
 
 

財団ボックス  
♢誕生祝いいただきありがとうございました。本日が誕
生日です。でっかい箱バンに乗って来ています。ご遠
慮せず、皆様方からのプレゼントお待ちしております。 
また、本日財団ボックスのご協力ありがとうございま
した。 
                 風間 啓一郎君 
 
♢コイン BOXより             5,288円 
 
         本日の合計 7,288円（累計 16,634円） 

 
＜点 鐘＞  
拍 手  

＜理事会報告＞ 
 

理 事 会 
 

日  時   平成 28年 8月 30日（火） 18:30～   

場  所   一 楽 

案 内 者   押味、山田、目黒、川名、保坂、赤井田、望月、川﨑、諸橋 

土田、青柳、井浦、佐々木、遠山、草野(会議のみ)、風間 

坂爪、齋藤、今井 

 

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  11人 食事  10人  
 
１．会長挨拶 
２．本日の協議事項  
①  9・10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 

   ・第 10回にいつハロウィン仮装まつり協賛について 
 

【9月の例会行事】  
         第 1例会   9/6   会長・幹事     外部講師 秋葉警察署署長  

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～  
 

【10月の例会行事】  
         第 1例会  10/4   会長・幹事     ガバナー公式訪問   

第 2例会   10/11    卓話担当      齋藤 嘉昭君                                                      
      第 3例会   10/18    卓話担当      今井 重朗君 
      第 4例会  10/25      〃        会長・幹事担当 
 
            理事会   10/25    18:30～  
 



クラブ内行事  
   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 
           
      10/4(火)    ガバナー公式訪問  
          11:30～12:30  会長・幹事との懇談会 
                    12:30～13:30 例会 
                    13:30～13:45 記念写真撮影 
                    14:00～15;00 クラブ協議会 
                    15:20～17:00 懇親会     ガバナーは欠席  
          懇親会会費 5,000円 個人負担 3,000円 ｸﾗﾌﾞ負担 2,000 円 義務出席 

    
地区行事 

      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 
 
      9/17(土)   地区運営検討会(PART2)  ＮＳＧ 14:00～16:30 

                  会長・幹事出席 
 
9/17(土)   米山記念奨学委員長セミナー 長岡ベルナール 13:00～16:00 

登録料  ：3,000円 
齋藤米山奨学委員長出席 

 
10/1(土)    社会奉仕委員会セミナー ホテルニューオータニ長岡 13:00～16:00 
                                    登録料  ：3,000円 
                   申込締切：9/15(木) 

 
10/7(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 
4組 16名で申込済み 

 
      10/16(日)  第 3 分区ＩＭ  ガーデンホテル マリエール  13:30～18:30 

               登録料  ：12,000円 個人負担 6,000円 ｸﾗﾌﾞ負担 6,000円 
義務出席 

申込締切：9/23(金) 
交通手段 マイクロバス利用 

 
      11/5(土)    地区大会第 1日目  Ｇ補佐、地区委員長、会長・幹事会議 

ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会   
ホテルニューオータニ長岡   
登録 ：12:00～13:00 
会議  ：13:00～16:30 
晩餐会：16:50～19:00  
登録料：15,000円  会長・幹事分ｸﾗﾌﾞ負担  
                      

       11/6(日)    地区大会第 2日目   アオーレ長岡 
                      登録  :  8:30～9:30 
                      本会議 :  9:30～16:40 
                                            ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ：17:15～19:00 
                                            登録料 ：15,000円 個人負担 8,000 円 ｸﾗﾌﾞ負担 7,000円  
                       交通手段：マイクロバス利用 
                     
   地域行事                         
             
 
     その他 
     ・第 10回にいつハロウィン仮装まつり協賛について 
      10/29(土)開催 

     毎年 1口 10,000円で協賛している。前年度と同様で予算計上 承認済み ＯＫ 


