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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＞  
  皆様今晩は。 
 今日は１１月第１例会の夜例会です。 
今日もよろしくお願いします。そして今日から皆様 
念願の新会員が入会されます。のちほど入会式を行
いますのでよろしくお願いします。 
また、米山奨学生のソ・ブンキンさんもいらしてく 
れています。のちほどお話していただければと思っ 
ています。宜しくお願いします。 
そして、今月はロータリー財団月間になります。 
今期は風間財団委員長のもと８月２日に財団の地 

区補助金を使ったプロジェクトを実施することがで 
きました。この補助金を使ったプロジェクトは年度 
が始まる前に計画を立て申請をしなければならない 
ので、風間委員長をはじめ皆様にはご苦労をかけし 
ましたが、無事行うことが出来ありがとうございま 
した。次年度も引き続き財団の補助金事業をやって 
頂けたらと思いながら今日は財団ボックスを回した 
いと思います。皆様よろしくお願い致します。 

  
＜ゲ ス ト＞   
 いらっしゃいません。 
 本日は米山奨学生のソ・ブンキンさんがおいでにな 
っています。 

 
＜ビ ジ タ ー＞   
 いらっしゃいません。 
  
＜卓  上  花＞  
花   名／ ストック   
品 種 名／ アブラナ科 
原 産 地／ 南ヨーロッパ 
生 産 地／ 西蒲区巻 
花  言  葉／ 永遠の美 

        愛の絆 

 春の代表的な花のひとつです。 
一重咲と八重咲があります。一重咲は大根の花と 
同じです。 

 
＜会員誕生祝い＞ 
  関口 克征君  （１１／ ４） 
  土田 裕 君  （１１／ ７） 
    景品当たりましたので（笑） 
    ６８才の誕生日おめでとうございます。 
 
＜パートナー誕生祝い＞ 
  山田 道夫君  奥様 弘子様（１１／ ７） 
    本人は忘れていたそうです（笑） 
 
＜結婚記念日＞ 
  土田 裕 君  奥様 綾子様（１１／ ５） 
  川崎 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） 
  佐々木健也君  奥様 節子様（１１／１８） 
  遠山 悦男君  奥様 ミツ子様（１１／２３） 
 
   以上です。大変おめでとうございました。 

ボックスに大金を入れて下さい。（笑） 
   川名さんから立派なお花が届きます。 
 
＜お 食 事＞ 
  夜例会ですので全部終わってからにします。 
  
＜出席報告＞ 

今日は事務局不在のため週報で報告します。 
前回の訂正  訂正ございません。 

   本日の出席  会員２８名中１９名出席で 
６７.８５％ 

 
＜幹事報告＞ 
１．ＲＩ第２５６０地区２０１４－２０１５年度 

ガバナーエレクト 山本 和則様 
地区幹事     角南 邦彦様から 
「２０１５－１６年度第２５６０地区役員ご推 
挙のお願い」が届いております。 
職業奉仕委員会 委員長に 渡邊 嘉子氏 
ライラ委員会  委員長に 川名 一弘氏 
満場一致で推薦することに同意しました。 
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                テーマ  「ロータリーはあなた自身から」 



＜委員会報告＞ 
  ・ロータリー財団委員会（風間啓一郎委員長） 

今日は財団ボックスを回しますのでご協力宜し 
くお願いします。 

 
＜米山奨学金の授与＞ 
 （会長からソ・ブンキンさんに米山奨学金授与） 
 

＜プログラム＞ 

 ◇担当：会長・幹事 
  ・井浦行重さん(君)の入会式 
   (有)イウラ工業 代表取締役 
    
 
 
 
 
 
 
    
 
     
 
   皆様 本日小川信正氏より推薦された井浦行重 
  氏を、今日私達のクラブの会員として迎え入れら 

れることを大変光栄に存じます。 
推薦書は、クラブ定款および細則に沿って審査 

されました。ここに、井浦行重氏（新会員）をご 
紹介致します。新津中央ロータリークラブの会員 
として、井浦氏は世界中のロータリーの親睦の輪 
の一員となられました。ロータリーの理想が奉仕 
にあるということは、もうすでにご理解いただけ 
たことと思います。 
あなたは、あなたが携わる職業を立派に代表し 

 ロータリーの理想に関心を持ち、その理想を行動 
に移していく意思を持つが故に、当クラブへ入会 
することになりました。あなたは、当クラブの会
員義務を受け入れ、当クラブの定款および細則に
従うことに同意されました。 
 只今から、ロータリー徽章のピンが付けられま
す。誇りを持ってこのピンを身に付けていただけ
ることを願っております。 
 新津中央ロータリークラブへようこそ。 
 ロータリーの皆様、ロータリアン井浦氏を、新
たな会員として、温かくお迎えください。 
 井浦氏のロータリーでの経験が楽しく有意義な
ものになるよう、皆様にもご協力いただけること
を期待しています。 

２０１４-１５年度会長 渡邊 嘉子 
それでは、井浦さんより一言よろしくお願いし

ます。 
 

 ・米山奨学生ソ・ブンキンさんの卓話 
   最近の学生生活について 
 
 
 
 
 
 
 
 

ニコニコボックス  
 ◇井浦さんご入会ありがとうござます。これからは 

井浦君ですね。一緒に楽しくロータリーライフを 
過ごしましょう！！ 

会長 渡邊 嘉子君 
               幹事 草野  満君 
 ◇井浦さんご入会お待ちしておりました。 

ありがとうございます。     今井 重朗君 
 ◇結婚記念日お祝いありがとうごじます。これから

も私達２人仲良くやっていきます。川﨑 松雄君 
 ◇結婚記念日のお祝いありがとうございます。２人

共健康で神に感謝しております。 遠山 悦男君 
 ◇井浦行重君の御入会心より歓迎いたします。 

目黒 正文君 
 ◇結婚記念日の祝い有難うございます。 
  結婚して早４８年その間、別れることもなく出て

いくこともなく今日時点では仲良く暮らしており
ます。             小林 国夫君 

 ◇井浦君の入会を心から歓迎いたします。２ヶ月位
過ぎると緊張もほぐれますから楽しいロータリー
ライフを楽しみましょう。    川名 一弘君 

 ◇前期高齢者案内、年金支給案内、免許更新案内等 
最近色々な案内が来ております。 小林 国夫君 

◇井浦さんロータリークラブ入会ありがとうござい 
ます。よろしくお願いします。先般川名さんより 
１０月３１日結婚祝いの素晴らしい花を頂きまし 
て大変助かりました。今は自宅のエントランスの 
方に置いて楽しませてもらっています。 
 子供から結婚祝いの交換はどうしたの？と言わ 
れて、すかさず素晴らしい花が玄関にあると言っ 
たら「いいね」と言ってくれてありがとうござい 
ました。            赤井田幸一君 

◇井浦行重君の入会を心より歓迎致します。 
どうぞよろしくお願いします。  関口 克征君 
 

 本日の合計 11,000円 （累計 187,000 円） 
財団ボックス 

 ◇井浦さん大勢の会員の皆様からプッシュされ、 
ようやくギブアップしてくれましたね。ありがと 
うございます。入会を歓迎いたします。 
また、本日財団ボックスを回しますのでよろしく 
お願いいたします 。       風間啓一郎君 
              
本日の合計  7,886円 （累計 25,990円） 

米山ボックス 
 ◇先日は川名さんより結婚祝という事で素晴らしい 

お花を頂きました。ありがとうございました。 
また、３８年間連れ添って貰った大事な家内の誕 
生日をすっかり忘れていました。ご免！！ 
                山田 道夫君 

 ◇井浦行重さん（君）新津中央ＲＣに入会おめでと 
うございます。これからも宜しくお願いします。 
優しい奥様に宜しく！！ 
                小川 信正君 
本日の合計  2,000円 （累計 25,881円） 

 
＜点 鐘＞ 
  本日の例会を終わります。 


