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２０１７年２月第１例会 

 

＜点   鐘＞ 
 拍 手 
 
＜四つのテスト唱和＞ 
ソングリーダー 諸橋 俊松君 
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、今日は 2月第 1例会です、私は検査で
先月 26日より 1週間ほど、新大に入院生活をしてまい
りました。今まで 1度も入院経験もない、もちろん初
めての手術とあって緊張しましたが、優秀な先生と病
院スタッフに恵まれて、大変リスクの大きな手術でし 
たが手術時間も予定より短く、退院日も 1日早まって
クラブには大変迷惑をかけましたが、とてもよかった
と思いました。クラブには大変迷惑をおかけいたしま
したこと、お詫び申し上げます。病院は個室をとった
ので、パソコンは自由に使えて仕事のデータ作成で毎
日過ごしてまいりました、ただ病院ではメールやファ
ックスは使えないので出来た書類はＤＶＤなどに変換
してもっぱら家族が先方さんに届けるという方法しか
取れなかったので、家内は大変だったと思うけれど、
なんとか病院生活を乗り切ることができました。 
さて先月 1月 25日第三分区会長、幹事会が村松の割

烹きむらさんにて行われ、私と川名幹事と新津ＲＣ前
田会長、山口幹事さんと山口さんのマイカーにて出席
して参りました。直前にガバナー補佐会議があったと
のことで、当然各地区のＲＣの活動状況、特に会員増
強に話題が上り、会員増強がうまくいっているクラブ
は良いのですが、当地区、うちのクラブの会員減が 3
名と突出して多いと、長岡の本部役員から話が出たそ
うです。実は会員減は五泉のガバナー補佐のクラブか

ら丹羽さんが退会されたそうで、会員減は新津中央Ｒ
Ｃばかりではなかったのですが、減ることは魅力ある
人材を失うことであり、そのままクラブの退潮にもつ
ながりかねません。 
来週は、久しくやってこなかった炉辺会議を観音寺

様において予定しております。 
是非大勢から参加頂き、本音の意見をお聞かせいただ
き、ロータリーでの結束を固める出発点としたいと考
えております。第三分区がんばれと言われないために
も、会員増強に本腰を入れていただき 1名、2名と増
やしていこうではありませんか。このことは川名幹事
も同様に感じてきたことだと思います。40周年事業に
向けても是非成し遂げなければならない課題と思いま
す。 
そんな思いを込めま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。 
 
＜米山奨学生＞ 
グエン・ティ・トゥイ・リンさんにお越しいただい 
ております。 

  
＜卓 上 花＞  
花   名／マーガレット 
原 産 地／カナリヤ諸島 
生 産 地／埼玉県鴻巣市 
花  言  葉／心に秘めた愛 
 

＜会員誕生祝い＞ 
 ・渡邊 嘉子君 （2/11） 
 ・遠山 悦男君   (2/13) 
 ・赤井田 幸一君 (2/19) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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＞ 
  ・佐々木 健哉君 奥様 節子様（2/1） 
・阿部  正機君 奥様 圭子様（2/4） 
・草野   満君 奥様 文江様（2/15） 
・小川  信正君 奥様 松子様（2/16） 
・五十嵐 純一君 奥様 幸代様（2/20） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜結婚記念日＞ 
 ・川名 一弘君  奥様 淳子様（2/15） 

  
＜お食事＞ 
 お食事をどうぞ！ 
 
＜幹事報告＞ 
１． 一般社団法人ロータリーの友事務所 

       代表理事 清水 良夫様 
  
 2017-2018 年度版  
ロータリー手帳お買い上げのお願い 
 
ロータリー手帳 一部  

定価 600 円+消費税（送料別） 
5 月下旬出来上がり予定 
 

２． 特別会費より 

ポールハリスフェロー、米山功労者の選定 

今年度は抽選のうえ 

ポールハリスフェロー  石黒 正路君 

            小川 信正君 

米山功労者       佐々木 健哉君 

  と決定致しました。 

 

３． 平成 29年度 秋葉区一斉ｸﾘｰﾝ作戦共催依頼を受

諾致しました。 

 
＜委員会報告＞ 
・米山記念奨学委員長 齋藤 嘉昭君より 

2 月 4 日に行われました第 2 回米山記念奨学委員長 
セミナーｰへの参加報告が行われました。 
 

・ロータリー情報委員長 遠山 悦男君より 2 月 14  
 日に開催される炉辺会議の案内が行われました。 
 
・職業奉仕委員長 諸橋 敏松君より FM にいつ放送
番組に、当 RC 会員の出演の御案内がありました。 

 
＜出席報告＞ 
前回は家族新年会で義務出席の為 100％に訂正。 

  
  本日の出席 会員 28 名中 20 名出席で 71.43％ 
でした。 

 

＜100％出席者表彰＞ 
 目黒 正文君   9 年       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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、新潟で何を学んで、今後ベトナムでどう生か
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。 

 

＜米山記念奨学金授与＞ 

  

 

 

 

 

ニコニコボックス  

◇先週の家族新年会、私はやもうえず欠席致し、会長

として大変ご迷惑をお掛けしました。また復帰しま

したので、また宜しくお願い致します。 

                  押味 弘一君 

◇結婚記念日のお祝いありがとございます。 

 五十嵐君にケーキを作ってもらって、ささやかにお

祝いしたいと思います。 

                  川名 一弘君 

◇在籍 39年で 9年 100％バッチを頂きありがとうござ

いました。 

                  目黒 正文君 

◇誕生祝いありがとうございます。 

                  遠山 悦男君 

◇女房の誕生日祝いありがとうございます。 

米山功労者に選出されました、うれしいです！ 

                 佐々木 健哉君 



◇誕生祝いありがとうございます。農家に生まれまし

たので、忙しい時は仕込みが出来なかったようで、2

月生まれでございます、よろしくどうぞ！ 

                赤井田 幸一君 

◇大切な妻の誕生祝いを頂きありがとうございます。 

 喜んでくれるでしょう。 

                  草野  満君 

◇かあちゃんの誕生祝いを頂きありがとうございます。 

                  小川 信正君 

◇すいませんが、早退します。              

                  井浦 行重君 

◇家族新年会オークションより     24,750円 

     

         

    本日の合計 34,750 円（累計 187,350 円） 

米山ボックス  

◇誕生祝いありがとうございます。 

 最近ぼけて、自分の年を忘れてしましました。 

 今年も宜しくお願いします。 

 

               渡邊 嘉子君 

  

    本日の合計  1,000円（累計 10,769 円） 

 

＜点 鐘＞  

 拍  手 

＜理事会報告＞  

理 事 会 
 

日  時   平成 29年 1月 31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、齋藤 

青柳(会議のみ)、井浦(会議のみ）、佐々木、遠山、草野、風間(会議のみ) 

 

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  10人 

 
１．会長挨拶 
２．本日の協議事項  
①  2・3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 

   ・ロータリー情報委員会(炉辺会議)について 
  ・米山記念奨学生世話クラブとカウンセラーお引受けのお願いについて 
  ・特別会費からの財団ＰＨＦと米山功労者選出について 
  ・平成 29年度秋葉区クリーン作戦事業について(共催依頼) 
    

【 2月の例会行事】  
         第 1例会   2/7   会長・幹事      

第 2例会    2/14    ロータリー情報委員会(炉辺会議) 
           担  当       遠山 悦男君                                                

      第 3例会    2/21    卓話担当       青柳 敏明君 
      第 4例会   2/28      〃        五十嵐純一君 
 
            理事会    2/28    18:30～ 
 

【 3月の例会行事】  
         第 1例会   3/7   会長・幹事       

第 2例会    3/14    卓話担当      望月 治 君                                                
      第 3例会    3/21      〃          
      第 4例会   3/28      〃               小林 一大君 
             
            理事会    3/28    18:30～ 



 
クラブ内行事  

2/14(火) ロータリー情報委員会(炉辺会議) 観音寺 18:30～ 
会費:無料 全額ｸﾗﾌﾞ負担 

  
  地区行事 

     2/4（土） 第 2回米山記念奨学委員長セミナー ホテルオークラ新潟  
                             登録受付  12:00～13:00 
                                                          セミナー  13:00～16:00 
                                                          登録料   3,000円 
                             渡邊地区委員、齋藤現米山記念奨学委員長

出席                           
 
       2/18(土)  第 2回ロータリー財団セミナー 万代シルバーホテル  

昼食・受付 12:00～13:00 
セミナー  13:00～16:30 
登録料   3,000円 
目黒会長ｴﾚｸﾄ・川名次年度 R財団委員長 
出席 

 
              3/4 (土) 米山記念奨学生終了式・歓送会 長岡グランドホテル 予定 

 
          3/18(土) 2017-18年度 会長エレクト研修セミナー ホテルオークラ新潟  

                             登録受付  9:30～10:00 
                                                         セミナー 10:00～15:25 
                                                         懇親会  15:25～17:00 
                             登録料  13,000円 
                                                         目黒会長ｴﾚｸﾄ・保坂次年度幹事出席  
 

4/15(土) 三条ＲＣ創立 60周年記念式典 ジオ・ワールドＶＩＰ  
                             登録受付 12:00～13:00 
                                                         記念式典 13:00～14:00 
                                                         記念講演 14:15～15:00 
                                                             宝生流 祝言能「高砂」シテ 川瀬隆士 
                                 祝賀会   15:20～17:00   
                                                         登録料   15,000円 
                                                         申込締切 2/20(月)   
                                                             

5/20(土) 新潟北ＲＣ創立 40周年記念式典 ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟  
                             登録受付 10:00～ 
                                                         記念式典 11:00～ 
                                                         祝賀会   12:45～   
                                                         登録料   15,000円                                                                            
                                                         申込締切 2/28(火) 
 
  地域行事                         

            

 

    その他 

    ・ロータリー情報委員会(炉辺会議)について 

       開催時間、スケジュール等 

 

    ・米山記念奨学生世話クラブとカウンセラーお引受けのお願いについて 

       奨学生  ：ＨＥＭ(ヘマ) ＨＯＵＹ(フイ) 34歳 男性 

              国 籍 ：カンボジア 

       学校名 ：事業創造大学院大学           

奨学期間：2017年 4月 1日～2018年 3月 31日 

2/10(金)までにカウンセラー・奨学金振込口座を地区へ連絡  諸橋 敏松君に決定 

        
   
 



 
・特別会費からの財団ＰＨＦと米山功労者選出について 

       ★特別会費明細 
        前年度残高   17,000円 
              今年度会費   347,000円 
                合 計       364,000円 
 
              今年度選出 
              財団ＰＨＦ   1,000＄×116円×2人選出 ＝ 232,000 円 
       米山功労者   100,000円×1人選出   ＝  100,000 円 
        合 計                             332,000円 
 
              次年度へ繰越   32,000円 
        
    ・平成 29年度秋葉区クリーン作戦事業について(共催依頼) 
        クリーン作戦期日 平成 29年 4月 16日(日) 
        共催団体になっていただくとともに、団体名議の使用許可をお願いします。 
        了承出来ない場合のみ担当へ連絡         了承 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


