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2020-2021 年度
国際ロータリー会長
ホルガー・クナーク

（ヘルツォートゥム・ラウエンブル
メルン RC・/独国）
国際ロータリーテーマ ロータリーは機会の扉を開く"
2020-2021 年度

ガバナー 佐藤

鐘＞ 新津中央 RC 井浦

＜ソング＞

２０２１年５月第２例会
（２０２１年５月１１日）

行重

会長

我等の生業

＜四つのテスト＞
ソングリーダー

大竹

真：（村上岩船 RC）

テーマ「ロータリーで良いことをしよう」

２０２０—２０２１年度クラブテーマ
『一歩 踏み出そう！』
(Let's take a step)
＜点

国際ロータリー第 2560 地区

一希君

＜会長挨拶＞

さて皆さん５月７日の新潟日報見ましたか？先日の
菜の花例会の様子が記事に載りました。写真に写って
いるのは望月さん、東村さん、遠山さんでしょうか？
我が新津中央ＲＣの社会奉仕活動がＰＲ出来て本当に
良かったです。
さて、本日は米山奨学生のホルさんが来ています。
漢字で胡（えびす）に日（ひ）と書きます。ホルさん
は内モンゴル自治区出身で現在新潟大学の博士課程２
年生です。年齢は女性ですので秘密です。後程 カウ
ンセラーをお願いしている東村さんから紹介がありま
すので、よろしくお願いします。
ホルさんからも後程お話しをしていただきます。

＜ゲ ス ト＞
米山奨学生 胡日さん
新津中央ロータリークラブ

井浦

行重

会長

皆さんこんにちは。５月に入って最初の例会です。
先週はゴールデンウィークでしたが、皆さんはどの様
な休みでしたか？今年はあまり天候に恵まれない上に、
コロナ感染の為にあまり、堂々と外出が出来なかった
のではないでしょうか？どうでしたか？仕事の関係で
休めない人や田植えで忙しかったですか？日曜日の新
聞によると、国内で５月８日新たに報告された新型コ
ロナウイルス感染者が 7246 人となり、新潟県や北海道、
愛知、福岡など１５都道府県で過去最多となりました。
幸い秋葉区では感染が広がっていない様ですが、全国
的に各地で第４波が猛威を振るい始めました。インド
で爆発的に感染が広がっている新しい変異株が日本に
も入ってきている様で、ますます流行が心配です。
さて、新潟市でようやくワクチンの接種が始まった
そうです。集団接種は５月１５日から、個別接種は５
月２４日から接種開始の様です。皆さん予約できまし
たか？秋葉区では１５か所の医療機関で個別接種が受
けられますが、下越病院などでは予約の受付の準備が
できない様です。医療機関の人たちも大変でしょうが、
ワクチン接種が唯一の希望なので、早く接種が進むと
いいですね。

＜ビ ジ タ ー＞
おられません

＜卓 上 花＞
花
名／カーネーション ナデシコ科
花 言 葉／母への愛・純粋な愛
生 産 地／コロンビア
＜会員誕生祝い＞

５月９日
１３日

髙橋 健朗君
望月 治君

＜パ―トナー誕生祝い＞
５月１７日 諸橋 洋子さん
２７日 今井 つね子さん

＜プログラム＞

＜結婚記念日＞
５月 ３日 諸橋 敏松君＆洋子さん
＜幹事報告＞

米山奨学生 胡日（ホル）さんの自己紹介
出身先や名前の由来、現在新潟大学で学んでいる事
ご家族の事や今後の目標・趣味など詳しく話していただき
ました♪

ニコニコボックス
五十嵐 純一副幹事
・４月２７日開催の理事会後の報告
５月例会行事の確認
第一例会 ５／４
祝日の為休会
第二例会
１１ 会長・幹事
第三例会
１８ 卓話担当 齋藤 嘉昭君
第四例会
２５ 卓話担当 諸橋 敏松君
クラブ行事について
６／２２ご苦労さんパーティー開催未定

・ホルさん新津中央ロータリークラブへようこそ！
一年間楽しく交流をよろしくお願いします。是非母
国のお話しを聞かせて下さい。
井浦 行重会長・五十嵐

・誕生日プレゼントありがとうございます。
コロナに負けずまた１年頑張りたいと思います。
髙橋

・2021-22 年度 地区研修・協議会開催のご案内
＜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３名メーキャップ
のため ７３，９２％に訂正

純一副幹事

健朗君

本日の合計 ３,０００円（累計１６３,０００円）
米山ボックス
・ホルさん、ようこそ新津中央ＲＣへ！！
これから楽しく仲良く親睦を深めていきましょう。
メンバーの皆さんも宜しくお願いします。

・本日は会員２３名中名出席１８名で７８，２７％
諸橋敏松幹事 ZOOM 参加

東村 里恵子君
・１００％出席バッヂありがとうございます。
ナント１７年に突入らしい！
これからもよろしくお願いします。
渡邊

１００％出席者表彰
５月 渡邊 嘉子さん（１６年）

嘉子君

・ホルさん 新津中央ロータリークラブへようこ
そ！東村カウンセラーをお姉さん、クラブメンバー
を家族と思って２年間楽しく過ごして下さい。また、
クラブの皆さんも温かく見守って下さればと思いま
す。宜しくお願いします。
米山記念奨学委員会
奨学生選考委員長

渡邊

嘉子君

本日の合計 ３,０００円（累計 ４７，４３１円）

＜理事会報告＞

第 12 回 理 事 会 議事録
日
時
場
所
案 内 者
(敬称略)

2021 年４月 2７日(火） 例会終了後～
一 楽
井浦、望月、諸橋、五十嵐、小川、風間、川﨑、押味、大竹、山田
赤井田、齋藤、佐々木、髙橋、川名、渡邊

会議 12 名

食事

－ 名

１． 会長挨拶
２． 本日の協議事項
① 年間計画書
・5・6 月の例会行事について
【 5 月の例会行事】
第 1 例会
5/4
第 2 例会
5/11
第 3 例会
5/18
第 4 例会
5/25
理事会

5/25

【 6 月の例会行事】
第 1 例会
6/1
第 2 例会
6/8
第 3 例会
6/15
第 4 例会
6/22
第 5 例会
6/29
新旧合同理事会

祝日のため休会
会長・幹事
卓話担当 齋藤 嘉昭
卓話担当 諸橋 敏松
例会終了後～
会長・幹事
卓話担当 髙橋 健朗
卓話担当 北本 安延
ご苦労さんパーティー
休会
6/

～

未定

② クラブ内行事について
6/22 (火) ご苦労さんパーティー
開催するか？
③

未定

地区、地域行事について
5/22 (日) 2021-2022 年度 地区研修・協議会
本会場 :ＡＮＡクラウンプラザ新潟
COVID-19 感染拡大防止のため、渡邊地区米山記念奨学副委員長のみ本会場
にて出席要請、その他登録ロータリアン全員インターネットでの参加、
クラブは会長、幹事、クラブ奉仕(会員増強)委員長、広報委員長、職業奉仕
委員長、社会奉仕委員長、国際奉仕委員長、青少年奉仕委員長、米山記念奨
学委員長、ロータリー財団委員長、その他会長が推薦する会員に出席要請
登録料 :3,000 円×登録会員数 計 12 名参加
本会場参加
：渡辺
オンライン参加：望月、五十嵐、佐々木、大竹、山田、東村、赤井田、
小林(一)、小川、髙橋、川名
オンラインでの参加について、どのようにするか？５月 11 日の例会で決める

5/30(日)

第 3 分区ガバナー補佐杯争奪ゴルフ大会 於

：湯田上カントリークラブ
8：41 信濃川コース
参加費：3,000 円
プレー代、昼食代は各自
5/10(月)申込締切

6/13(日)

第 3 分区ＩＭ 於：割烹 松の家 15:00～
2/13(土)開催予定からの延期開催 後日詳細が再度届く予定

④ その他
Ａ
○

望月治会長エレクトより
・ロータリー財団地区補助金申請申込み報告
・学校と地域が連携するようにしたい。 奉仕委員会関係で 12 月中旬開催予定
申請が通ってから詳しく取り組みたい
*承認された
・奉仕委員会の活動は年間を通して行いたい
B
○

井浦 行重会長より
・５月末迄テイクアウトの簡易例会にしたいとの要望あり

