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２０１７年１１月第１例会 

 

＜点   鐘＞ 
 拍 手 
 
＜四つのテスト唱和＞ 
ソングリーダー小川 信正君の指揮 
会場内の会員全員で唱和する。 

 
＜握手タイム＞ 
 

＜会長挨拶＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (要旨) 

・開会挨拶 

・今日の天候について。 

 今日は暦の上では立冬、冬はもうまじかでございま

す。 

・今日は米山奨学生のヘマさんにもお越しいただいて

おります。後ほどお話をお願い致します。 

・ゲストとして RI第 2560地区ロータリー財団の副委

員長でいらっしゃいます後藤 隆生さんにお越しい

ただきました。 

 ロータリー財団及び米山奨学金の制度は私どもが一

人でできないことを、みんなの力で数を集めていく

と大変素晴らしい事業ができるんだなという事を、 

 国際奉仕の世界に直接参加ができる貴重な場面でご

ざいます。今日の例会で改めてロータリー財団の役

割と効果について御研修頂いて引き続きご協力くだ

さいます様宜しくお願い致します。 

・本日も宜しくお願い致します。 

＜ゲ ス ト＞  
 RI 第 2560 地区ロータリー財団副委員長 
                 後藤 隆生君 
 
＜ビ ジ タ ー＞  

 いらっしゃいません。 

 米山記念奨学生ヘマ・フィさんが来られております。 
 
＜卓 上 花＞  
花   名／ガーベラ 
原 産 地／南アフリカ 
生 産 地／埼玉県本庄市 
花  言  葉／神秘、究極美 
 

＜会員誕生祝い＞ 
いらっしゃいません。 
 

＜パートナー誕生祝い＞ 
山田  道夫君 奥様  弘子様 （11/7） 
 

＜結婚記念日＞ 
片桐 奈保美君 御主人  元様 （11/3） 
川﨑  松雄君 奥様  越子様 （11/6） 
小林  一大君 奥様  由実様 （11/16） 
石黒  正路君 奥様  京子様 （11/16） 
佐々木 健哉君 奥様  節子様 （11/18） 
髙橋  健朗君 奥様  仁美様 （11/22） 
遠山  悦男君 奥様 ミツ子様 （11/23） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜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：目黒 正文  

幹 事：保坂 勝志   ｸﾗﾌﾞ会報委員長：坂爪  慶 

2017～2018 年度 

国際ロータリー会長 

イアン Ｈ.S ライズリー 

(豪州 SandringhamＲＣ） 

ロータリー：変化をもたらす 

ＲＯＴＡＲＹ： 

Making A Difference” 

  

2017～2018 年度 国際ロータリー第 2560 地区ガバナー 新保 清久：（新潟万代 RC） 

 テーマ  「クラブ地区の変革をめざそう」 



＜幹事報告＞ 

 ございませんでした。 

       

＜委員会報告＞ 

 幹事より 

・11 月 25日に開催される米山記念奨学生学友会総会

のご案内がございました。 

・40 週年実行委員長 山田 道夫君より 11月 9日 

 に開催される 40周年実行委員会のご案内がござい

ました。 

・クラブロータリー財団委員長 川名 一弘君より財

団ボックスへの協力依頼がございました。 
 
＜出席報告＞ 
前回の訂正 欠席者 10 名中 1 名メーキャップの為 

                 70.97％に訂正。 
 本日の出席 会員 31 名中 24 名出席で 

77.42％でした。 
 

＜100％出席者表彰＞ 
  押味 弘一君      9 年 
  山田 道夫君      9 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜プログラム＞ 

 本日の卓話は会長・幹事担当 
 

 米山記念奨学生ヘマ・フィさんより御挨拶とカンボ

ジアの牛車についてのお話をしていただきました。 

 さらに RI 第 2560 地区ロータリー財団副委員長後藤 

隆生君をお招きして「ロータリー財団の意義と普及」

に関する卓話をしていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス  

◇本日はロータリー財団月間に卓話にお呼び頂きまし

て、誠に有難うございます。短い時間ですが、でき

るだけわかりやすくお話したいと思いますので、宜

しくお願い致します。 

 RI第 2560地区ﾛｰﾀﾘｰ財団副委員長 後藤 隆生君 

 

◇本日は財団副委員長の後藤様お越し頂きまして大変

有難うございました。 

                  目黒 正文君 

                  保坂 勝志君 

 

◇結婚祝い有難うございました。あれから 53年、今は

老々介護の日々です。 

                  川﨑 松雄君 

 

◇53年？54年？の結婚記念日で有難うございます。 

 あと何回かな？？？ 

                  遠山 悦男君 

 

◇結婚お祝い有難う御座います。 

 お陰様で 50年添い遂げられました。世間様では金婚  

 式とか言うそうですが今日まで我が家ではそのたぐ

いの話は一言もありません。今妻は完全に私の看護

師となっています。本当に改めて妻に感謝をしてい

る所です。 

                 佐々木 健哉君 

 

◇早退します。 

                  青柳 敏明君 

 

◇結婚記念日のお祝いありがとうございました。 

 3年目の・・はなかったので今後とも仲良く頑張り

ます。 

                  髙橋 健朗君 

 

◇結婚記念のお祝い有難うございました。 

                 片桐 奈保美君 

         

    本日の合計 12,000 円（累計 148,200円） 

 



財団ボックス  

◇後藤財団副委員長様本日は地区の財団のご説明 

有難うございます。私共のクラブもご理解ご協力 

出来る様務めてまいりたいと思います。 

                川名 一弘君 

◇都合により早退致します。 

                風間 啓一郎君 

 

◇後藤さん財団とてもわかりやすい説明ありがとうご

ざいました。 

                 渡邉 嘉子君 

 

◇財団コインボックスより 

 

本日の合計 7,308 円（累計 39,513 円） 

 

米山ボックス  

 

◇都合により早退させていただきます。 

 ヘマ・フィさん応援しています、頑張ってください。 

                 片桐 奈保美君 

 

     本日の合計 2,000 円（累計 39,868円） 

 

 

＜点 鐘＞  

 拍  手 

◇早 9年 100％出席という事でバッチを頂きありが 

うございます。 

また家主の神様の誕生祝いを頂き感謝感激です。 

 ありがとうございます。 

                  山田 道夫君 

 

＜理事会報告＞ 

第５回 理 事 会 
 

日  時   平成 29年 10月 31日(火） 13:30～   

場  所   一 楽 例会場 

案 内 者   目黒、押味、齋藤、保坂、井浦、赤井田、髙橋、諸橋、川﨑、佐々木、 

小川(会議のみ)、望月(会議のみ)、山田、遠山(会議のみ)、草野、青柳、 

風間(会議のみ)、川名、渡邊 
 
2017～2018年度 

 ＲＩ会長          イアン Ｈ.Ｓ. ライズリー 
 ＲＩテーマ         「ロータリー：変化をもたらす」 
 ＲＩ第 2560 地区ガバナー   新保 清久 
 地区テーマ         「クラブと地区の改革をめざそう」 

「Making A Difference in My Club and Our 
District」 

 クラブ会長         目黒 正文 
 クラブテーマ        創立 40 周年記念式典標語 

「おかげさまで 40周年 あらたな時代へ出発進行！！」 
クラブテーマ 
「ロータリーを楽しみましょう！」“Power of smile” 

   

  会議 14人  食事 10人 

 
１．会長挨拶 
２．本日の協議事項  
①  11・12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 

         
【 11月の例会行事】  

         第 1例会  11/7   会長・幹事 
第 2例会   11/14    卓話担当     諸橋 敏松君                                                

      第 3例会   11/21      〃       石黒 正路君   
      第 4例会  11/28      〃            小林 一大君 
       

理事会    11/28    18:30～ 
 



 
【12月の例会行事】  

         第 1例会  12/5   ガバナー公式訪問      
第 2例会   12/12    会長・幹事    年次総会                                       

      第 3例会   12/19    卓話担当     坂爪  慶君     
      第 4例会  12/26      〃       田中 宥司君 
       

理事会     12/26    18:30～ 
        

クラブ内行事  
     12/5(火)  ガバナー公式訪問  義務出席 

11:00～12:30   会長・幹事・エレクト・副幹事・渡邊地区委員 
ガバナー・ガバナー補佐・地区副幹事との懇談会 

            12:30～13:30  例会・ガバナー講話 
                        13:30～13:45   記念写真撮影 
            13:50～15:00   クラブ協議会 
            15:00～16:30   懇親会 
                    会費 5,000円  個人負担 3,000円  ｸﾗﾌﾞ負担 2,000円 
                                

   地区行事 
            11/25(土)   RID2560米山記念奨学生学友会総会   於 :ホテルオークラ新潟 15:30～18:30 

会費：ｶｳﾝｾﾗｰ 4,000円 
奨学生 無料 
諸橋ｶｳﾝｾﾗ ・ーヘマ奨学生に出席要請 

 
            11/25(土)   RID2560 米山記念奨学生 

面接官ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ・学友会総会    
於 ：ホテルオークラ新潟 15:30～18:30 
会費：4,000円 
渡邊地区委員出席 

                  
      地域行事 
            11/17(金)   新津商工会議所 第 42回会員大会 於 ：一楽 16:00～18:30 
                                                目黒会長出席 ｸﾗﾌﾞより御祝儀 10,000円支出 
     
      その他 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


