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＜点   鐘＞ 新津中央 RC  望月 治会長 
 
＜ソング＞  奉仕の理想 
 
＜四つのテスト＞  ソングリーダー 山田 道夫君 
 
＜会長挨拶＞ 新津中央 RC  望月 治会長 
・１０月は「経済と地域社会の発展」月間！ ロータリーの６つの重点分野の一つ。 その６つとは 
１． 平和と紛争予防・紛争解決（２月） 
２． 疫病予防と治療（１２月） 
３． 水と衛生（３月） 
４． 母子の健康（４月） 
５． 基本的教育と識字率の向上(９月) 
６． 経済と地域社会の発展（１０月） 
１０月２０日（水）に開催予定だった新津 RC さんとの合同例会が延期になり１９日（火）の例会を開催する事

になったので、その時に「経済と地域社会の発展」について詳しくお話しします。 
 
・本日は第三分区のガバナー補佐 山口高司さんがお越しになっております。 
 今年度の地区の動向や来月開催のガバナー公式訪問の開催についてお話しして頂きたいと思います。 
 
・本日は第一例会なので米山奨学生のホルさんもお越しになっています。 
毎月楽しみにしている新潟での近況報告をお聞きしたいと思います。 
 
・今月から第一例会は新津中央 RC の公式ブレザーの着用が「義務」付けられました。 
 
＜ゲ ス ト＞ 第３分区ガバナー補佐 山口 高司様 
       米山奨学生 ホルさん 
 
＜ビ ジ タ ー＞ いらっしゃいませんでした 
 
＜卓 上 花＞  花名  リンドウ（オータムピンクアジロ） （リンドウ科） 原産地 ヨーロッパ・アジア 
        花言葉  貞節 誠実 （ピンク：愛情）          生産地 岩手県八幡平 
 
＜結婚記念日祝い＞ 
 １０月９日 押味 弘一君＆加代子さん 
   ２８日 山田 道夫君＆弘子さん 
   ３１日 赤井田 幸一君＆茂子さん     
              ※今月会員誕生祝いとパートナー誕生祝いの方はいらっしゃいませんでした。  
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２０２１—２０２２年度クラブテーマ                   

「クラブの調和」共に語り、共に行動（奉仕）し、共に楽しもう！   ２０２１年１０月第１例会 

                                     （２０２１年１０月５日） 



＜幹事報告＞ 
・ガバナー月信への寄稿のお願い 
・国際ロータリー第２５６０地区 高橋年度結団式のご案内 
・米山記念奨学生オンライン親睦交流会のご案内 
・「にいがた防災リーダー・キャリアアップ講座」受講のご案内 
・財団月間における各クラブの取り組みについて 
・今例会から毎月第一例会は公式ブレザー着用になりましたが、１１月の第一例会からはネクタイも公式ネクタ

イの着用でお願いします。 
・理事会報告 
 
＜委員会報告＞ 
佐々木会員増強委員長・・６日（水）１８時より「楽」にて委員会開催のご案内 
高橋会員増強副委員長・・新入会員予定者がいらっしゃいます。今例会後、緊急理事会を開催し審議致します。 
東村米山カウンセラー・・ホルさんがラジオデビューします♪  

９日（土）FM にいつ１２：３０～ 『あなたに出逢えたこの町で』 
                 担当パーソナリティーは五十嵐純一さんです。 

＜出席報告＞ 
前回の訂正  欠席者７名中 １名メーキャップのため ７３，９２％ 
本日の出席  会 員２３名中１８名出席  ７８，２７％ 
 
１００％出席表彰 ４３年 川﨑 松雄君     １年 五十嵐 純一君 
 
＜プログラム＞ 
米山奨学生 ホルさん 
今回はモンゴルの観光スポットなどをお話しして下さいました。 
日本からモンゴルへのアクセス 
ホルさんの出身地フフホト市について 
モンゴル語で行う教育について 
内モンゴルの方言など   プロジェクターを用い分かりやすく説明して下さいました。 
 
第三分区 ガバナー補佐 山口 高司様 
高尾ガバナーのテーマ・目標について 
１１月２日 ガバナー公式訪問の設営について 
 

ニコニコボックス 

・本日はクラブ訪問で参りました。よろしくお願いいたします。 
                                第３分区ガバナー補佐 山口 高司様 
 
・４３年間１００％バッチを頂きました。ありがとうございます。健康であった事と暇人だったという事だと思

います。 
                                           川﨑 松雄君 
 
・結婚祝いありがとうございます。昭和に結婚させて頂きまして、平成、令和と続いておりますが、その次の年

号まで夫婦健康で生きたいものですが、どうなりますか。 
今現在を大切にし生きて行きたいものです。                       赤井田 幸一君 
 
・今年も結婚祝いをいただき有難う御座います。昭和４７年の結婚でした。今月末に東京に嫁いだ娘が家族共２

年ぶりに帰って来ることになり、うれしいかぎりです。                   押味 弘一君 
 
・ごめんなさい早退します。                               齋藤 嘉昭君 
 
・早退します。                                     小川 信正君 
 



本日の合計 ６，０００円（累計７９，０００円） 
 
ニコニコボックスとは・・会員が受益者とならないクラブの奉仕活動資金です。 
   今年度の目標金額は 一人 15,000 円で 330,000 円です。（目標達成まであと 251,000 円） 
 

財団ボックス 

・ニコニコボックスと同文                      第３分区ガバナー補佐 山口 高司様 
 
・ニコニコボックスと同文                                赤井田 幸一君 
 
・結婚記念日を忘れていました。今考えると半世紀に近い４５年が経過しようとしています。なにかと女房に色々

指摘される事が多くなっていますが悟りを開いたせいか「はい、はい」と返事をし、言い返す事をしなくなりまし

た。年かな・・・？                                    山田 道夫君 
 
本日の合計 ３，０００円（累計 ３５，６９３円） 
 
財団ボックスのお金はクラブ、地区を通じて実施される、承認された人道的・教育活動を支援する為に寄付をし

ています。 
今年度の目標金額は 一人 180$で 439,560 円です。（目標達成まであと 403,867 円） 

 

米山ボックス 

・ニコニコボックスと同文                      第３分区ガバナー補佐 山口 高司様 
 
・本日は山口ガバナー補佐ご来訪ありがとうございます。１１月２日ガナバー公式訪問の時も宜しくお願いいたし

ます。 
ようこそホルさん。例会後ラジオ収録よろしくお願いします。１０月９日（土）１２：３０～「あなたに出逢えた

この町で」に出演されます！是非皆様お聴き下さい。           望月 治会長・五十嵐 純一幹事 
 

・ニコニコボックスと同文                                赤井田 幸一君 
 
・山口ガナバー補佐様、ホルさんお会い出来て嬉しいです。ありがとうございます。      諸橋 敏松君 

 
・今月はロータリー米山月間です。いつも米山にご理解、ご協力いただきましてありがとうございます。 
今後共よろしくお願いいたします。                           渡邊 嘉子君 
 
・ホルさん、奨学生のレポート提出お疲れ様でした。今日も活動報告ありがとう！！ 
さぁ、初めてラジオも頑張りましょう。                         東村 里恵子君 
 
コインボックス ５，１７９円 
 
本日の合計  １２，１７９円（累計 ５５，９４３円） 
 
米山ボックスのお金は留学生に奨学金を支給・支援する為に使われ、将来日本と世界の架け橋となる人材やロー

タリーの良き理解者となるよう育成します。 
今年度の目標金額は 一人 20,000 円で 440,000 円です。（目標達成まであと 384,057 円） 
 
 
 
 
 
 



 
 


