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＜点     鐘＞ 

＜ソ  ン  グ＞  手に手つないで 

 

＜握手タイム＞ 

 

＜会 長 挨 拶＞  
 皆様ごきげんよう。こんにちは。 
今日は９月最終例会です。今期も始まって３ヶ月皆様
のおかげで過ごすことができました。本当に有難うご
ざいました。今日は卓話を諸橋さんにお願いしました。
後程よろしくお願いします。 
 さて、先日の９月２７日には、村松ロータリークラ
ブで第３分区ＩＭが行われクラブより多数の御参加あ
りがとうございました。基調講演は渡邊敏彦パストガ
バナーで「ロータリーと私」について話され、ロータ
リーについての思いを聞くことができました。 
 ロータリー活動を継続していくためには「経済的、
時間、健康」等の必要条件がなければできないが、「最
も大切に思っていることはロータリーライフをエンジ
ョイすることだ」ということでした。「楽しくなければ
ロータリーではない」をモットーとしておられ 2007～
08 年度ガバナー時のテーマも「ロータリーを楽しく、
地区(新潟)を元気に」としておられました。そして、
ロータリーを楽しむためには、まず例会には何があっ
ても出席し、地区行事にはすべて進んで参加していれ
ばロータリーがわかてってきてロータリアンになれる
ということでした。確かに私も今のところ毎週例会に
出席しています。そしてたった 1 週間例会がないと、
とてもさみしく感じるようになってきました。少しは
ロータリアンに近づいてきたのかなぁ。。。。。。。といっ
た感じでしょうか……… 
 そして今日は，パストガバナーが紹介されていた「４
つのテスト」の歌がありますので、皆で聴いて、また
歌ってみましょう！ 
 それでは、今日もよろしくお願いします。 
全員で「４つのテスト」を唱和する！！ 
 
＜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。 

 ＜卓  上  花＞  
花   名／ 吾亦紅 
品 種 名／ バラ科 
原 産 地／ 日本  東アジア 
生 産 地／ 山形県 村山市 
花  言  葉／ 感謝 
  

秋の七草には入っていませんが秋を彩る代表的
な草花です。根は薬用とされてきました。球状の
花は小さな花が蜜に集まったものです。艶やかさ
はありませんが秋の風情が人気です。 

 
＜お 食 事＞ 
 

＜出席報告＞ 

前回の訂正  欠席者６名中６名メイキャップ 

のため １００％に訂正 

  本日の出席  会員２８名中２１名出席で 

７１.４３％ 
  １００％出席者表彰 
           ３６年   川﨑松雄 君 
             ９年   青柳敏明 君 
  おめでとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜幹事報告＞ 
１．ＲＩ第２５６０地区ガバナー佐々木昌敏様 

地区大会実行委員長星野徹也様から地区大会に
おける表彰について（連絡） 

  日    時：２０１４年１０月２６日(日） 
            ９：３０～１６：５０ 
  場    所：小千谷総合体育館 
  表彰の時間帯：１１：２５～１１：５５ 
  表彰の内容  １．分区元気化表彰  第３分区 
 

 

 

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 FAX25－2332 

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：渡 邊 嘉 子  

幹 事：草 野   満    ｸﾗﾌﾞ会報委員長：保 坂 勝 志 

2014～2015 年度 

国際ロータリー会長 

ゲイリーC．K．ホァン 

（台湾・台北 RC） 

ロータリーに耀きを 

 

2014～2015 年度 国際ロータリークラブ第 2560 地区ガバナー 佐々木昌敏（小千谷 RC） 

                テーマ  「ロータリーはあなた自身から」 



 ２．「第８回にいつハロウｲン仮装まつり」ご協賛に

ついて（お願い） 

実施日時：平成２６年１０月２５日（土） 

  毎年恒例であり理事役員会で決定していますので 

１万円を出費します。 

 

＜委員会報告＞ 

  ・前年度会長 佐々木健哉君から（報告） 

   前年度会員増強貢献者 

草野満君、目黒正文君に会員増強バッチの贈呈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・青柳敏明君から 
幹事報告ではありませんが、ＡＧＣゴルフコン
ペについて（報告）   
地区大会記念ゴルフ大会について（お知らせ） 

 新津中央から１０名参加（現地に乗合せ）        
・地区ライラ委員 川名一弘君から 
加茂ＲＣで開催されたライラ研修会参加の感想
について（報告）  

 

＜プログラム＞ 

 ◇本日は諸橋敏松君の卓話です。 

  「テーマ：工務店の地域戦略 リフォームの９５％ 

が紹介、リピート」 

「顧客満足が先に 利益は後」 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス  

◇諸橋さん卓話ありがとうございました。また、本を

ありがとうごあいました。「お客様が先 利益は後」

のサービスを心がけてがんばりたいと思います。 

               会長 渡邊嘉子 君 

               幹事 草野 満 君 

◇９月２５日新津商工会議所のゴルフコンペでホール

イン・ワンが出てしまいました。 

ゴルフを始めて４７年目の達成です。もしかして、

大器晩成型かな？         川﨑松雄 君 

◇３６年１００％バッジを頂きました。何とか４０年 

 １００％バッジを…と思っていますが ハテナ！ 

                  川﨑松雄 君 

◇思いがけなくもステキなバッジを頂きありがとうご

ざいました。           目黒正文 君 

◇１００％出席ありがとうございました。９年間病気、

ケガがなかった事に感謝したいと思います。 

                  青柳敏明 君 

◇恒例のガス展を１０月３．４．５日に開催致します。 

 山谷のガスタンクのある所です。９時～１６時豪華

粗品のお土産付きです。      小林国夫 君 

◇９月２１日日曜日新津カントリー３番ホールでやっ

てしまいました。（ホールイン・ワン）実感がありま

せん。スコアーはきかないで下さい。 齋藤嘉昭 君 

◇卓話を聞いて頂き誠にありがとうございました。 

                  諸橋敏松 君 

  本日の合計 13,000円（累計 153,000 円） 

 
＜点 鐘＞ 
  本日の例会を終わります。 
 

第４回 理事会議事録 

開催日時：２０１４年９月３０日(火)１８:３０～ 

出 席 者：１４名 

次   第 

１． 会長挨拶 

２． 本日の協議事項 

① １０・１１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 予算について 

④ その他 

・会員増強のための名刺制作製いついて 

・新入会員について 

 

【１０月の例会行事】 職業奉仕月間、米山月間 

  第１例会 １０／ ７ 会長・幹事 夜例会 

  第２例会 １０／１４ 職業奉仕委員会  

目黒正文委員長担当 

       外部卓話：米山奨学生指導教員 

新潟大学教育学部 

鈴木 恵教授 

  第３例会 １０／２１ 会員卓話 阿部正機君 

  第４例会 １０／２８ 米山奨学委員会 

              山田道夫委員長担当  

  理事会  １０／２８（火）１８:３０～ 

 

【１１月の例会行事】 ロータリー財団月間・ 

世界インターアクト週間(11/5～１週間) 

  第１例会 １１／ ４   会長・幹事  夜例会 

  第２例会 １１／１１   ロータリー財団委員会 

                   風間啓一郎委員長担当 

  第３例会 １１／１８  新潟薬科大学 

  第４例会 １１／２５  会計  

赤井田幸一会計担当 

  理事会  １１／２５（火）１８:３０～ 

  
 



クラブ内行事 
 ・１１／４（火） 夜例会 
          一楽 18：30～ 
 
地区行事 

 １０／ ４（木） 米山奨学委員長セミナー 

    会 場：ＪＡ小千谷グリーンパーク 13:00～ 

    登録料：2,000円 

    山田道夫委員長 出席 

 １０／１１(土)財団地区補助金オリエンテーション 

    会 場：万代シルバーホテル 13:00～ 

    風間啓一郎財団委員長 出席 

 １０／  ９(木)地区大会記念ゴルフ大会 

       会 場：小千谷カントリークラブ 

        AM7:32から順次スタート 

    参加費：3,000円・個人負担   2,000円 

・クラブ負担 1,000円 

    団体エントリー10,000円はクラブ負担 

    プレー代、飲食代は個人負担 

    参加者：関口、小林（国）、望月、風間、土田、

渡邊、佐々木、草野、青柳、保坂 

 １０／１２（日）ロータリーデー 

    会 場：長岡市山古志体育館 

    登録料：ロータリアン 3,500円 

          〃 家族 1,000円 

            （小学生以下無料） 

    出席者：渡邊、佐々木、保坂 
 １０／２５（土）地区大会１日目・ＲＩ会長代理 

ご夫妻歓迎晩餐会 
    １２：００～１３：００ 登録 
    １３：００～１６：３０ 会議 
    １７：００～１９：００ 晩餐会 
    会 場：小千谷市総合産業会館サンプラザ 
    渡邊会長、草野幹事 出席 
１０／２６（日）地区大会２日目・本会議 

・レセプション 
     ８：３０～ ９：３０ 登録 
     ９：３０～１４：３０ 本会議 
    １５：００～１６：３０ 記念講演 
    １７：１５～１９：００ レセプション 
    会 場：小千谷総合体育館 
    出席者：渡邊、保坂、川名、風間、小林（国）、

押味、小川、齋藤、佐々木、土田、
山田 

    交通手段：マイクロバス 新津ＲＣ6名合同 
 

地域行事 

    なし 

 

その他 

（１）会員増強のための名刺作製について協議 

   新会員勧誘の際にロータリークラブの名刺があ 

  ったった方が良いのではという意見があり提案 

・どこまで（誰の分を）作成するのか？ 

・必要性があるのか？ 

以上協議の結果 作製については全員一致で承認

された。１０枚単位で名刺ソフトにより見本を作

成して記載内容を検討することにした。 

（２）新会員入会について 

 井浦行重 ：（有）イウラ工業 不動産業 

       代表取締役 49歳 11月より入会 

 五十嵐純一：サンカントピュール 菓子小売業 

オーナー40才 2015年 1月より入会 

（３）退会者：原山正臣君（９月３０日付） 

                         

以 上 

 

  

         


