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２０１６年１０月第２例会 

 

＜点   鐘＞ 
 拍 手 

 
＜握手タイム＞ 
 

＜会長挨拶＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こんにちは、今日は 10月第二例会です、先週は国際

ロータリー第 2560地区田中政春ガバナーを、お迎えい

たしての公式訪間日でございました。いわば当クラブ

にとって年度、最大の行事であり、私自身それなりの

準備と心構えで臨んだところで御座います。クラブ協

議会は、我がクラブの特徴、活動内容をアピールする

最大の山場と考えておりましたが、クラブ各委員長の

適切、丁寧な発表により、ガバナー、ガバナー補佐、

及び地区幹事さんからもよく理解していただけたので

はないかと思います。各委員長、心より感謝申し上げ

ます、有難うございました。 

 また遠山プログラム委員長からは、国道 403号線の

花街道の当クラブの活動状況を紹介するビデオを作っ

ていただき、ＤＶＤを駆使して映像で発表できたこと

は、言葉ばかりでなく目から訴えることが出来大変良

かったと思います。遠山委員長大変有難うございまし

た。 

 私も懸命に写真で、家族新年会や、移動例会での、

観音寺座禅会、精進料理を楽しむ様子をお話して、新

津中央ロータリークラブ活動の一端を伝えました。ま

た地区ガバナー、ガバナー補佐からも当クラブは大変

元気のあるいい活躍をしているとの言葉をいただきま

した。 

ヨネックス・地区大会記念親睦ゴルフ大会には 16名、

4組参加するなどびっくりしていた用で御座います、

結果はいかがだったでしょうか。 

地区からも、RI 規定審議会からの変更事項の説明や、

地区改善検討委員会から提言、要望､各寄附金の増額、

会員増強をしっかりやる様にとの、話でご指導くださ

り最後を締められました。 

さて本日の卓話担当は、米山奨学委員長の齋藤嘉昭

君の、宇宙・太陽系についてでございます。大変スケ

ールの大きい話です。 

先日新聞で、米航空宇宙局（ＮＡＳＡ)の発表で、木星

の衛星エウロパを覆う氷の表面から、水とみられるも

のが、高さ 200キロまで噴き出しているのをハッブル

宇宙望遠鏡で観測したとの記事を読みました。地球以

外で水が存在すれば、生物の存在の可能性あるとされ、

生物探し手掛かりとなるとの大変興味ある事です。面

白い話が聞けることを楽しみにして、簡単ではござい

ますが、挨拶とさせて頂きます。有難うございました。 

 

＜ゲ ス ト＞  
 いらっしゃいません。 
 
＜ビ ジ タ ー＞  
 いらっしゃいません。 
 
＜卓 上 花＞  
花   名／ストック 
原 産 地／南ヨーロッパ 
生 産 地／胎内市 
花  言  葉／愛の絆、永遠の美 
 
  

＜お食事＞ 
 お食事をどうぞ！ 
 
＜幹事報告＞ 

１、 国際口－タリー第 2560 地区 

ガバナー  田中 政春君 

 

『公式訪問 御礼』の文章が押味会長あてに届いて

おります。 

 

 

 

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、 新津商工会議所 会頭 古川 賢一様 

Niitsu Night Station 実行委員会 

            委員長 東村 里恵子様 

 
Niitsu Night Station  ˝酒っ衆っ歩っぽ″ 
前売りチケット購入について（お願い） 

 

ｲﾍﾞﾝﾄ期間:平成 28年 10月 29 日（土）～ 

11月 20日（日） 

 

実施場所:新津駅周辺 33店舗の飲食店 ※参加店 MAP 

は会議所にあります。 

 

ﾁｹｯﾄ価格:１セット 5枚綴り 3,500 円 (※4,000円相

当） 

     通常の前売りﾁｹｯﾄ価格は 3,600円ですが、

さらに 100円引き。 

     ※前売りﾁｹｯﾄの特別販売は 10月 24日（月）

の申込み分まで。 

 
申込締切:10月 24日（月）までにご連絡をお願いいた

します。    
 
＜委員会報告＞ 
 
10月 1日長岡ニューオータニホテルで開催されました 
社会奉仕委員会セミナーに代理出席された川名幹事か
ら報告。 
１） 地区補助金について 
２） 社旗奉仕委員長から、他クラブで行われている社

会奉仕活動内容の紹介 
がありました。 

 
＜出席報告＞ 
 
 前回の訂正 前回はガバナー公式訪問で義務出席の

為 100％に訂正 
  
  本日の出席 会員 31 名中 19 名出席で 

63.34％でした。 
 

＜プログラム＞ 

 本日の卓話は米山奨学委員長 齋藤 嘉昭君による 

『宇宙、太陽系について』の卓話でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス  

◇先週のガバナー公式訪問においては、多大な協力あ

りがとうございました。昨日は結婚記念日のお花を

頂きました。花を愛でたり、妻を愛でたり、少しよ

ろこんでいます。 

                  押味 弘一君 

 

◇ゴルフ大会に出席されたみなさまお疲れ様でした。

天候にも恵まれ楽しいひとときに 

なったと思います。成績は後日楽しみにしています。 

                  川名 一弘君 

 

◇本日より新事務所にて新たに業務スタートしました。 

今後ともよろしくお願いします。 

                  髙橋 健朗君 

 

    本日の合計 3,000 円（累計 93,600 円） 

 

 ＜点 鐘＞  

 拍  手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜理事会報告＞  

理 事 会 
 

日  時   平成 28年 9月 27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、風間、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  13人 食事  13人  
 
１．会長挨拶 
２．本日の協議事項  
①  10・11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 

    
【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～  
 

【11月の例会行事】  
         第 1例会  11/1   会長・幹事       

第 2例会   11/8     卓話担当      風間啓一郎君                                                     
      第 3例会   11/15      〃        保坂 勝志君 
      第 4例会  11/22      〃               川﨑 松雄君 
            第 5例会  11/29     〃        髙橋 健朗君  
 
            理事会   11/29    18:30～  
 

クラブ内行事  
   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      ガバナー欠席  ガバナー補佐出席 

          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 

                    押味会長、川名幹事、目黒会長エレクト、保坂副幹事は 11:00集合 

    
地区行事 

      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 

                   川名幹事代理出席 

 

 



 

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 

一楽さんのﾏｲｸﾛﾊﾞｽで送迎 ＡＭ6:10集合・出発  

交通費:一人 1,000円 

 

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

登 録 : 13:00～13:30 

Ｉ Ｍ : 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 当日出席者 13名 

交通手段: 一楽さんのマイクロバスで送迎 

集合・出発時間を何時にするか？ 

12:45集合・出発 

10/22(土) 

～23(日) 第 16回ライラ研修 学生総合プラザＳＴＥＰ 

               登録料  ：12,000円  

              井浦青少年奉仕委員長出席 

               

10/29(土)  職業奉仕委員会セミナー 長岡グランドホテル 

昼食・受付 :11:30～12:30 

セミナー:12:30～15:00 

               登録料  ：3,000円 

                            諸橋職業奉仕委員長出席 

 

      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 

押味会長出席  

                      

       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 

                         出席者が少ないので検討する。 

                                                  押味、川名、渡邊、目黒、諸橋、齋藤、佐々木 

                         出席 

                          

   地域行事                         

             

 

     その他 

     


