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平成２７年度５月第４例会 
 

＜点     鐘＞ 
 
＜ソ  ン  グ＞   
 手に手つないで 
 
＜握手タイム＞ 
 
＜会 長 挨 拶＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 皆様こんにちは 
 今日は５月の最終例会になります。よろしく願いし
ます。 
来週６月５日(金)にはＡＧＣ秋葉ゴルフクラブが行 

われます。また９日(火)は親睦旅行があり、今期最後 
のイベントとなります。皆様よろしくお願いします。 
 そして、ロータリーで決められている例会でのこの 
「会長の時間」も毎回必ずロータリーの話を入れるこ 
とをテーマとし、１１ヶ月やってきましたが、残すと 
ころあと３回となり、やっとホッとしています。 
 そこで、今日は次年度地区職業奉仕委員長として１ 
つ職業奉仕に関する豆知識をお伝えしたいと思います。 
 皆様は、「四つのテスト」を覚えていらっしゃるでし 
ょうか？  
次年度からは各クラブ毎月第一例会で歌うことを奨 

励していますが、その「四つのテスト」には、覚え方 
の言い伝え？があるのです。ご存知でしょうか？ 
 「四つのテスト」 
 １．真実かどうか 
 ２．みんなに公平か 
 ３．好意と友情を深めるか 
 ４．みんなのためになるかどうか 
 
それぞれの頭文字をとって「し・み・こ・み」と覚 

えるのだそうです。 
 それでは今日もよおしくお願いします。 

＜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／  カンパニュラ  

キキョウ科 
原 産 地／ 北半球温帯 
生 産 地／ 福島県 石川町 
花  言  葉／ 思いを告げる  感謝 
   ツリガネ草とか風鈴草と呼ばれています。 
 

＜お 食 事＞  
お食事をどうぞ！ 

 
＜幹事報告＞ 
  ・国際ロータリー第 2560地区 
  2015－2016年度 
  ガバナー       山本 和則様 
  青少年奉仕委員長   原 信 博様 
  インターアクト委員長 髙橋 信行様 
  柏崎東ＲＣ実行委員長 石口 一義様 
  新潟産業大学附属高等学校長 小野 敏夫様 
  新潟産業大学附属高等学校 IAC会長 青葉 輝様 
  より国際ロータリー第 2560地区ｲﾝﾀｰｱｸﾄ年次大会 
  の開催について案内が来ております。 
   
  大会日程：2015年 7月 18日(土)～19日(日) 
  会  場：新潟県立こども自然王国 
  宿泊：同上 
  申込締切：2015年 6月 12日(金) 
   
 ・新津商工会議所 会頭 古川賢一様から 
  「通常議員総会」開催の案内が届いております。 

 日  時：平成 27年 6月 26日(金) 
  記念講演：14：30～16：00 
    テーマ「秋葉区に期待されるもの(仮題) 
    講 師 原 敏明 氏 
      （事業創造大学院大学名誉教授） 

 

 

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」 



  総  会：16：10～17：10 
  説 明 会：17：15～17：30 
  懇 親 会：17：40～ 
  会  場：新森 2階ホール 
  締  切：6月 9日(火) 
  
＜委員会報告＞ 
 ◇ 青柳 敏明ゴルフ幹事より 

第５回ＡＧＣゴルフクラブコンペの案内(連絡) 
   ６月５日(金)新発田城カントリー倶楽部 
   参加ヨロシクお願い致します。 
     
＜出席報告＞ 押味 弘一出席委員長 
 前回の訂正  欠席者９名中２名メーキャップのため 
           ７５．８７％でした。 
        
 本日の出席  会員２９名中１９名出席で 

６５．５２％でした。 
 
 １００％出席者表彰 ２年 保坂 勝志君 
 
 
 
 
 
 
 

  
＜プログラム＞ 
本日の担当：職業分類 
      佐々木健哉委員長 

  
 
 
 
 
 
 
 
・卓話内容概要 
  会員卓話：目黒正文君 
  政治、経済、外交等時事問題について 
   大変勉強になりました。 
 
 
 
 
 
 

 
 
ニコニコボックス  
◇ 卓話担当職業分類です。今日の卓話を目黒さんに 
お願いしたところ、快くお引き受けして頂きました。 
何時もながら大変ためになるお話有難うございまし
た。感謝しております。 
                佐々木 健哉君 

 
◇ 今日は４０回目の結婚記念日になります。４１年 
前の５月２６日に堀出神社で式を挙げました。周り 
の人達に教えられ助けられて２人で今日まで来るこ 
とが出来ました。特に新津中央ＲＣ会員の皆様には 
これからの人生に約立つことを数多くご教授頂きま 
した。大変お世話になりました。 
（同文にてロータリー財団、米山財団、ニコニコ） 
                 小林 国夫君 

◇ 妻の誕生祝いを頂きましてありがとうございまし 
た。今日帰って渡します。(*^_^*) 
                 保坂 勝志君 

 
              

  本日の合計  4,000円  （累計 337,000円）  
 

 
                   

◇ ニコニコと同文です。 
                  小林 国夫君 
 
本日の合計    2,000円  （累計 45,990円） 

 
 
 

◇ ニコニコと同文です。 
                  小林 国夫君 
◇ 途中退席します。 
  今晩又お会いしましょう！ 
                  山田 道夫君 
 
 本日の合計    3,000円  （累計 71,295円） 
 
＜点 鐘＞ 今日の例会を終了します。 
 
 

第１２回理事会 
 
日 時：平成２７年５月２６日(火) １８：３０～ 
場 所：一楽 
出席者：渡邊会長、草野幹事、山田会長エレクト、 
    佐々木、小川、赤井田、関口、齋藤、川﨑、 

遠山、目黒、青柳、今井、風間 
 
１．会長挨拶 
２．本日の協議事項 
① ６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 その他 
   
【６月の例会行事】 ロータリー親睦活動月間 
  第 1例会 ６／２  会長・幹事 
  第２例会 ６／９  親睦旅行 
  第３例会 ６／１６ 副ＳＡＡ 齋藤嘉昭君 
            会員卓話 
  第４例会 ６／２３ 草野幹事 
            加茂ＲＣ木戸さん 落語 
  第５例会 ６／３０ ご苦労さんパーテイー 
 
   新旧合同理事会  ６／２３ １８：３０～ 
 
クラブ内行事 
  ６／９（火）親睦旅行 
        世界一の「クラゲ水族館」と 

あつみ温泉「たちばなや」 
参加費 12,000円 
8：45一楽集合（時間厳守） 
 

  ６／３０(火) ご苦労さんパーテイー 
        会場：一楽 
        時間：18：30～ 
        会費：6,000円(義務出席) 
 
地区行事 
  ６／２７(土）佐々木年度感謝の集い 
     会場：ＪＡ越後おぢや「グリーンパーク」 
     時間：16：30～18：30 
     会費：7,000円 
     会長に出席要請 

財団ボックス 

米山ボックス 



 
地域行事 
  ６／２６(金) 新津商工会議所「通常議員総会」 
    会場：新森 
    時間：記念講演会他 14：30～17：30 
       懇親会    17：40～ 
    渡邊会長出席 
    ご祝儀として 1万円支出 
 
その他 
   会員増強について 
 
                     以 上 

 


