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＜点     鐘＞ 

＜ソ  ン  グ＞  国家斉唱  奉仕の理想 

＜握手タイム＞ 

 

＜会 長 挨 拶＞ ・会長の時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 第 37 代会長渡邊嘉子就任の挨拶 

・初代会長野本幸一さんの挨拶を紹介 

 

＜ゲ ス ト＞   本日はいらっしゃいませんでした。 

＜ビ ジ タ ー＞ 本日はいらっしゃいませんでした。 

＜卓  上  花＞ 

※花 名／花菖蒲（アヤメ科） 

※原産地／日本   

  品種改良は江戸時代から 

5000 以上の品種有り 

  日本から中国東北部 

シベリアに自生、花菖蒲の 

品種改良されたものです。 

（サトイモ科） 

※花言葉／やさしい心・伝言 

※生産地／秋葉区 

 

＜会員誕生祝い＞ 

・小川  信正君（7/ 4）        

・佐々木健哉君（7/18） 

・押味 弘一君（7/23） 

＜パートナー誕生祝い＞ 

・望月 治君  奥様 夕希様（7/ 7） 

・原山 博臣君 奥様 博子様（7/ 8） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お 食 事＞ 

＜出席報告＞ 

 前回の訂正 前回はご苦労さんパーテイで義務出席

のため 100％に訂正 

 本日の出席 会員 28 名中 18 名出席で 64.29％ 

 100％出席者表彰（6 月） 遠山 悦男君 26 年 

          （7 月）赤井田幸一君 25 年 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

＜米山奨学金授与＞ 

  渡邊嘉子会長から ソ・ブンキンさんへ授与 

 

＜幹事報告＞ 

◇草野 満幹事の挨拶  

 

渡邊会長ともども 1 年間 

がんばりますので皆様の 

ご協力を宜しくお願い致 

します。 

 

 

 

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：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」 



１．2013-2014 年度ガバナー山﨑堅輔様から「山﨑年

度感謝の集い」ご出席の御礼が届いております。佐々

木健哉会長と草野 G 補佐が出席しました。 

２．2014-2015 年度第 3 分区 ガバナー補佐木村 晃 

 様(村松ＲＣ)から第 1 回第 3 分区 会長・幹事会の

案内が届いております。 

☆日時：2014 年 7 月 4 日（金）午後 6 時より 

☆会場：割烹 木むら 

出席 渡邊嘉子会長・草野 満幹事  

３．国際奉仕フォーラム開催の案内が届いております。 

 ☆日時：2014 年 7 月 13 日（日）受付 12：30～  

             フォーラム 13 時～15 時 

 ☆会場：まちなかキャンパス 交流ルーム 

  出席 青柳敏明国際奉仕委員長   

４．第 2560 地区インターアクト年次大会の開催案内

が届いております。 

 ☆日時：2014 年 7 月 12 日（土）～13 日（日） 

 ☆会場：第 1 日目 長岡工業高等専門学校 

     第 2 日目 長岡グランドホテル 

 ☆宿泊施設：長岡グランドホテル他 

  出席 川名一弘地区ライラ委員 

５．ガバナー佐々木昌敏様からロータリー防減災セミ

ナー開催の案内が届いております。 

  ☆日時：2014 年度 7 月 19 日（土）受付 12：30

セミナー13：15～16 時 

☆会場：長岡震災アーカイブセンターきおくみら 

  い（当クラブは欠席です。） 

６．第 2560 地区クラブ奉仕委員長吉田武彦様から 

 「会員（入会 1 年～3 年）研修のご案内が届いて 

おります。 

☆日時：2014 年 7 月 26 日（土）10 時～14：30 

☆会場：JA 越後おぢや「グリーンパーク」 

☆受講者：2011 年 7 月 1 日以降入会された会員 

 当クラブは 3 人対象となっておりますが、都合

により 3 人とも欠席です。 

７．週刊 新潟蒲原から「暑中お見舞い広告」のご協

力依頼が届いております。広告原稿締切が 7 月 4 日

（金）となっており理事会開催の予定がとれません。

ここで結論を出したいと思います。費用は 17,280

円です。例年通りの申込みで宜しいでしょうか。（異

論なし） 

＜会長の所信表明＞ 

◇2014 年度～2015 年度第 37 代クラブ会長 

渡邊嘉子君の「計画と目標」 

『魅力ある、元気なクラブを作ろう！』 

この度、2014 年度～2015 年度、新津中央ロータ

リークラブ会長を仰せつかりました。私には身に余

る大任ですが、クラブの諸先輩方が築き上げて来ら

れた伝統を守り、草野幹事と二人三脚で、ロータリ

ー活動に精一杯努力して参りたいと思いますので、

会員各位のご指導とご支援をよろしくお願い申し上

げます。 

○「楽しいロータリークラブ創り」 

会員のみなさんひとりひとりが持ち味を十分に出し

切って活動できるように同好会を始動し、また昼例

会に出席できない会員のために夜例会を実施し、親

睦を深めていこうと思います。 

「新しい仲間を増やそう!!」 

会員全員で会員増強がんばりましょう!! 

  □ 新規 社会奉仕活動の実施 

  □ 同好会、夜例会、交流の場の実施 

  □ 米山奨学生の受入 

  □ 次年度ライラ研修に向けた計画 

  □ 広報活動の活発化（マスメデｲア等にクラブ活

動、イベントの内容を積極的に流す） 

  魅力あるクラブこそが、会員を惹きつける力とな 

ります。チームワークのとれた秩序ある品格のある 

クラブこそが、周囲からも評価され認められる事に 

なります。それは会員ひとりひとりの人間力であり、 

クラブ奉仕の理念そのものだと思います。 

  □ 出席して楽しい例会 

□ 出席して為になる例会 

□ 出席しないと損をする例会 

『魅力ある,元気なクラブを作ろう!!』を目指してい 

きますので、今年度一年間よろしくお願い致します。 

 

＜プログラム＞ 

 ◇クラブフォーラム 

  ・草野満幹事より 定款・細則の説明 

  ・各委員会の今年度事業計画と目標を発表 

  SAA  関口克征委員長 

クラブ奉仕 遠山悦夫委員長 

  職業分類・社会奉仕 佐々木健哉委員長 

 

＜委員会報告＞ 

土田 裕親睦委員長から 

 7 月 25 日（金）開催の家族納涼ビアパーテイの参

加について協力依頼 

ニコニコボックス  

◇2 度目のコンビでがんばりますので、よろしくお願

いいたします。     会 長 渡邊嘉子君 

             幹  事  草野 満君 

◇一昨日の新津法人会主催の黒部トロッコ旅行に押味

さん、小川さん、蘇さん 参加ありがとうございま

した。             春日 忠男君 

◇「渡邊、草野」丸の出帆をお祝いします。 

                 春日 忠男君 

◇渡邊会長、草野幹事 今年度宜しくご指導御願い致

します。又、誕生日祝い有難うございました。 

                 佐々木健哉君 

◇渡邊草野年度の船出を祝します。 遠山 悦男君  

◇25 年バッチありがとうございました。私が入会させ

て頂いたのは平成元年でございました。25 年になり

ましたが皆様のお世話で 100％25 年続きました。あ

りがとうございました。これからも体と金銭と会社

が継続出来ていれば続けたいと思っています。 

                      赤井田幸一君 



◇渡邊さん、草野さん 1 年間ご苦労様です。 

さすが渡邊さん初代会長の第一声のあいさつ文を読

み上げることは何かを持っている人ですね。又、草

野さんも何かを持っている人で、持っているコンビ

で中央ロータリークラブを引張っていて下さい。 

よろしく！           赤井田 幸一君 

◇誕生祝い有難うございました。だれのことかと思っ

ていた事ですが、ついに今日大台に乗ります。これ

からも、せい一杯頑張ろうと思っています。 

                押味 弘一君 

◇29 日に新津法人会で米山奨学生のソ・ブンキンさん

と黒部峡谷へ行って来ました晴れ男の春日さんの神

通力も全然効果無くどしゃ降りの雨で散策は残念な

がら中止でした。         小川 信正君 

◇先週、新津カントリーにて気がついたら家内にスク

ラッチで負けていました。家内もハーフ 50 を切りま

した。               小林 国夫君 

◇渡邊、草野さんの船出を謹んでお祝い申し上げます。

遠山さんがおれの船出はいつだと心配しておりまし

たが、今日は見送りとなりました残念！（大笑） 

                川名 一弘君 

  ☆本日の合計  15,000 円（累計 15,000 円） 

＜財団ボックス＞ 

◇渡邊会長さん、草野幹事さん、小川副幹事さん１年

間財団委員長として、お世話になります。また、前年

度佐々木さん、関口さん，川﨑さんお疲れ様でした。 

                風間啓一郎君 

◇2 度目のコンビでがんばりますので、よろしくお願

いいたします。        会長  渡邊 嘉子君 

                       幹事  草野 満君 

☆本日の合計   5,000 円（累計  5,000 円） 

＜米山ボックス＞ 

◇2 度目のコンビでがんばりますので、よろしくお願

いいたします      会長 渡邊 嘉子君 

             幹事 草野 満君 

◇渡邊会長、草野幹事 今年度１年よろしく御指導お

願い致します。         関口 克征君 

◇誕生祝い品を頂きありがとうございました。おかげ

で前期高齢者になりました。  小川 信正君 

☆本日の合計    6,000 円（累計  6,000 円） 

 

 

＜点 鐘＞ 

 


