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２０１７年３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＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様こんにちは、3月第 1例会でございます､ようや

く寒さから解放され暖かい春の日差しが差す今日この

頃です。 

本日はベトナムからの米山奨学生グエン・ティ・ト

ウイ・リンさんの最後の例会出席となります。リンさ

んは新潟市米山に所在する事業創造大学院大学の学生

さんですが、この春めでたく卒業という事でまずもっ

て、大変おめでとうございます。また奨学生受入クラ

ブとしてカウンセラーを立派に務めていただいた、小

川信正君におかれましてはありがとうございました、

御礼申し上げます。 

リンさんは私の年度の毎月の第一例会には必ず出席

し、得意な日本語とコンピューター技術をいかしてベ

トナムの文化を紹介してくれました。８月の例会では

リンさんが用意したパソコンと当クラブのプロジェク

ターとの相性が合わず、プロジェクターを通しての映

像発表が出来なかったのですが、そんなハンデにも動

ずる事なく、ノートパソコンを持ちながら各テーブル

をまわって発表を続けた姿に、私たちの準備不足を消

していただいた事、会長席から見ていてしっかり者の

お嬢様に感動いたしました。 

その後も何度か例会でお話を頂いたと思いますが、11

月の例会では｢ベトナムに帰国してからの話｣としてベ

トナムの食文化の紹介がありました。ベトナムにも米

粉麺{フオー}というそうですが、醤油もあるそうで日

本にも似た食文化あるのかなと思いました。 

１月 24日にはリンさんの先生、事業創造大学院大学、

鈴木広樹助教授からも卓話を戴き、先月には諸橋敏松

くんの FＭにいつの番組にもトーク番組で自身の事、

新津中央ロータリークラブの事などを広く市民に、お

話されていました。国へ帰ってからは将来ベトナムに

おいて日本風喫茶店の経営をすることの夢をお持ちの

様で、是非私たちもベトナムに行ってリンさんのおい

しいコーヒーを飲んでみたいと思っています。はなは

だ簡単では御座いますが挨拶とさせていただきます、

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／チューリップ 
原 産 地／ヨーロッパ 
生 産 地／胎内市 
花  言  葉／博愛、名声、新しい恋（白） 
 
  

＜会員誕生祝い＞ 
 ・阿部 正機君 （3/9） 
 ・大倉 一志君 （3/15） 
 ・今井 重朗君 （3/24） 
 ・齋藤 嘉昭君 （3/30） 

 

 

 

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＞ 
 ・赤井田 幸一君 奥様 茂子様（3/29） 
 ・川名 一弘君   奥様 淳子様（3/30） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜結婚記念日＞ 
 ・小川  信正君   奥様  松子様（3/18） 
 ・齋藤 嘉昭君   奥様  朋子様（3/21） 
 ・風間 啓一郎君 奥様 真由美様（3/24） 
 
＜お食事＞ 
 お食事をどうぞ！ 
 
＜幹事報告＞ 

・国際ロータリー第 2560地区 

米山記念奨学委員長 田中 雅史君 

      奨学生選考委員長  野崎  裕君 

 

   米山カウンセラー研修会開催のご案内 

 

日  時：2017年 4月 8日（土） 

        受付・昼食 12 :00～13 : 00 

※昼食をご用意いたしますので、お早

めにお越し下さい 

        研修会   13 :00～15: 00 

   会  場：ホテルオークラ新潟 4Ｆ「白鳥」 

         新潟市中央区川端町 6-53  

TEL: 025･224-6111 

   登録料  ：3,000円（当日ご持参ください） 

   出席義務者：新規カウンセラー 

         出席対象者が不都合の場合は必ず

代理出席をしてください。 

    

         ＊例会用名札をご持参くださいま

すようお願い致します。 

 

 

・国際ロータリー第 2560地区 

2016～17年度ガバナー 田中 政春君 

 

  地区事務所固定化等に関する作業部会設置のお知

らせ 

 

  地区大会初日 2016年 11月５日に決定していた「地

区事務所の固定化、ガバナーの輪番制、地区運営

改善検討委員会（仮称）の常態化」を推進するた

め、2017年２月 25日、「地区事務所固定化等に関

する作業部会」を設置しました。その部会委員に

次の６名を任命しましたので通知します。 

鈴木重壱（長岡）、小林敏夫（長岡西）、 

丹治芳子（新潟万代）、関川博（三条）、 

伊藤秀夫（新潟万代）、佐野勝柴（三条）（敬称略） 

 

・川名幹事より 

4月 18日に行われる予定の菜の花例会についての

報告がございました。詳細は後日お知らせいたし

ます。 

    

＜委員会報告＞ 
 ございませんでした。 
 
＜出席報告＞ 
 前回の訂正 欠席者 9 名中 1 名メーキャップの為 
 71.43％に訂正 
   
本日の出席 会員 28 名中 20 名出席で 70.97％で 
した。 

 
◆100％出席者表彰 
 16 年  佐々木 健哉君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜プログラム＞ 

 会長・幹事担当 

 

米山奨学生 グエン・ティ・トゥイ・リンさんの事
業創造大学卒業にあたりリンさんより、当 RC 会員
への御挨拶をしていただきました。あわせて米山カ
ウンセラーの小川信正君からも餞別のお言葉を頂き
ました。 
 
 
 
 

 

 

  



＜ポールハリスフェロー、米山功労者表彰状贈呈＞ 

 特別会費より選出された方々に、バッジ及び表彰状

が届きました。 

  

 

 

 

 

 

 

ポールハリスフェロー    米山功労者 

小川 信正君       佐々木 健哉君 

 

＜米山記念奨学金授与＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス  

◇グエン・ティ・トウイ・リンさん、今日は当クラブ

最後の例会出席です。この春大学卒業とのこと大変

おめでとうございます。なごり惜しいですが、今後

は日本とベトナムの懸け橋になってご活躍下さい。 

                  押味 弘一君 

 

◇妻の誕生祝ありがとうございます。療養中ですが元

気で仕事をしております。 

                  川名 一弘君 

◇20歳×4 4回目の成人式ありがとうございます。 

 

                  今井 重朗君 

◇16年 100％出席バッジ、米山功労者の盾もいただき

ました、有難う御座いました。 

                 佐々木 健哉君 

 

◇女房の誕生祝いありがとうございます。 

 今のところ健康で現役で頑張ってもらっていますが、

もうすこしの期間頑張ってもらわないと思っていま

す。 

赤井田 幸一君 

 

◇米山奨学生のリンちゃん卒業おめでとうございます。 

 別れがつらいなあ！！ 

                  小川 信正君 

 

◇リンちゃんいよいよ卒業ですネ！家族の皆さんが楽

しみに待っているでしょう。今迄の縁を大切に！ 

 日本、日本人を愛してください、特に小川さんを.. 

                  山田 道夫君 

◇誕生日、結婚記念日のお祝いありがとうございます 

 3月 21日の結婚記念日で 30周年になります。 

 

                  齋藤 嘉昭君 

                         

    本日の合計 8,000 円（累計 198,350 円） 

 

財団ボックス  

◇結婚祝いを頂きありがとうございます。32年目か 

な？ 

                風間 啓一郎君 

 

    本日の合計   1,000 円（累計 27,620 円） 

 

米山ボックス  

◇リンちゃんあっという間」に今日で最後の例会です  

 ね。卒業しても頑張ってね！！ 

                  渡邊 嘉子君 

  

    本日の合計  1,000円（累計 11,769 円） 

 

 

＜点 鐘＞  

 拍  手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜理事会報告＞ 

 

理 事 会 
 

日  時   平成 29年 2月 28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 

 

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  9人 

 
１．会長挨拶 
２．本日の協議事項  
①  3・4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 

         
【 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      〃         諸橋 敏松君 
      第 4例会   3/28      〃               小林 一大君 
             
            理事会    3/28    18:30～ 
 

【 4月の例会行事】  
         第 1例会   4/4   会長・幹事      

第 2例会    4/11    卓話担当      大倉 一志君                                                
      第 3例会    4/18    菜の花例会      
      第 4例会   4/25    卓話担当    
 
            理事会    4/25    18:30～ 
 

クラブ内行事  
4/18(火) 菜の花例会 どのようにするか？ 
           昨年は 集合・清掃  13:30～15:30(小雨決行)   
                      ㈱新潟ロビンソン R403 側事務所空き地 
                              例会(懇親会) 18:00～ 一楽 
                      会費：5,000円  

（個人負担 3,000円 ｸﾗﾌﾞ負担 2,000円） 
昨年度同様で開催 後日案内する。 

  
  地区行事 

     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  
受付         12:00～12:30 

                                                      終了式・歓送会 12:30～15:30 
                                                      登録料     地区委員・ｶｳﾝｾﾗｰ 4,000円 
                                   奨学生は無料 
                           終了後、地区役員懇親会有り 登録料 5,000円 
                           ﾘﾝ奨学生、小川ｶｳﾝｾﾗｰ、渡邊地区委員出席 
 
 



 
         3/11(土) 2017年度 第 1回会員増強会議 長岡ベルナール  

                             登録受付 13:00～ 
                                                         会議   13:30～16:00 
                                                         懇親会  16:20～18:00 
                             懇親会費 5,000円 
                                                         川名幹事代理出席  
 

          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 
                             当ｸﾗﾌﾞ 30周年に 2名ご出席 
                                                         押味会長、川名幹事出席 
 

4/22(土) 柏崎東ＲＣ創立 50周年記念式典 柏崎市産業文化会館  
                             登録受付 13:30～ 
                                                         記念式典 14:00～ 
                                                         祝賀会  15:00～ 

登録料   15,000円 
                                                         当ｸﾗﾌﾞ 30周年に 2名ご出席 
                                                         押味会長、川名幹事出席 
                                                             

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                                                                            
                                                         当ｸﾗﾌﾞ 30周年に 2名ご出席 
                                                         押味会長、川名幹事、山田 40周年実行委 

員長出席 
 
  地域行事                         

            

 

    その他 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


