
 
（第１９１２号） 

 
＜点   鐘＞ 新津中央 RC 井浦 行重 会長 
 
＜ソング＞  奉仕の理想 
 
＜四つのテスト＞ 
       ソングリーダー 押味 弘一君 
 
＜会長挨拶＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
新津中央ロータリークラブ 井浦 行重 会長 
・第一回目例会がスタート！一年間宜しくお願いしま

す。 
・熊本南部の豪雨災害の話 
・６年前に入会してからの経緯 
・一年間諸橋幹事と五十嵐副幹事と力を合わせて楽し

いロータリー活動を運営していきますので宜しくお願

いします。 
 
＜ゲ ス ト＞ 

おられません 

 
＜ビ ジ タ ー＞ 
おられません 
 
＜卓 上 花＞  
花   名／花菖蒲 アヤメ科 
原 産 地／日本・中国北東部 
花 言 葉／優しい心・伝言 
生 産 地／秋葉区 
 
 
５０００を超える品種があり全国に２００の菖蒲園

があります。 
 

＜会員誕生祝い＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７月４日 小川 信正君 
  ７日 坂爪 慶君 
 １８日 佐々木 健哉君 
 ２３日 押味 弘一君 
 
＜パ―トナー誕生祝い＞ 
 ７月７日 望月 夕希さん 
 
＜結婚記念日＞ 
 ７・８月とありません。 
 
＜幹事報告＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
諸橋 敏松幹事 
・米山記念奨学委員会のご案内 
・第３分区 新旧会長幹事、ガバナー補佐引き継ぎ会
のご案内 
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2020-2021 年度 

国際ロータリー会長 
ホルガー・クナーク 

（ヘルツォートゥム・ラウエンブル 
メルン RC・/独国） 
 

2020-2021 年度 国際ロータリー第 2560 地区 

ガバナー 佐藤 真：（村上岩船 RC） 

２０２０—２０２１年度クラブテーマ                   

 『一歩 踏み出そう！』                      ２０２０年月７第１例会 

          (Let's take a step)                    （２０２０年７月７日） 



＜委員会報告＞ 
親睦委員会から地区大会記念ゴルフ大会のご案内 
日時 １０月６日（火） 
会場 日本海カントリークラブ 
 
 

＜出席報告＞ 

・前回の訂正ございません。 

 

・本日は会員２６名中名出席２０名で７６,９３％   

 

１００％出席者表彰 

５月 渡邊 嘉子さん（１５年） 

６月 井浦 行重君 （４年） 

   遠山 悦男君 （３２年） 

７月 赤井田 幸一君（３１年） 

   風間 啓一郎君（１１年） 

   齋藤 嘉昭君 （９年） 

 
＜プログラム＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
井浦 行重会長から今年度のテーマの説明（資料参照） 
 
・２０２０－２０２１年度 国際ロータリーテーマ 

『ロータリーは機会の扉を開く』 
国際ロータリー ホルガー・クナーク会長のメッセー
ジの説明 
 
・２０２０－２０２１年度 地区運営方針 
     『ロータリーで良いことをしよう』 
国際ロータリー第２５６０地区 佐藤 真ガバナーの
メッセージの説明 
 
・新津中央ロータリークラブテーマ 
     『一歩 踏み出そう！』 
         (Let’s take a step) 
  クラブ運営方針の説明 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス 

・新しい年度が始まりました！一年間宜しくお願い致

します 

         井浦 行重会長・諸橋 敏松幹事 

・４年１００％出席記念バッジありがとうございまし

た。これからもがんばります。 

井浦 行重 会長 

・井浦新会長、諸橋新幹事ご苦労様です。大いに期待

しております。例会を楽しく！！ 

                  川﨑 松雄君 

・ガバナー補佐でお世話になりました。井浦、諸橋年

度のスタートをお祝いいたします。 

                  目黒 正文君 

・１００％バッジ ３２年を頂きました。これからも

頑張ります。            遠山 悦男君 

・井浦会長、諸橋幹事ご就任おめでとうございます。 

今年度は昨年に引き続き大変難しいクラブ運営になり

どうですが、若いコンビでコロナ菌などに負けないよ

う頑張って下さい。  

私事ですが、誕生日祝い有難うございます。 

                 佐々木 健哉君 

・井浦年度ごくろう様ですが、よろしく。 

中央ロータリーをお願いします。又 私も３１年バッ

ジを頂く事に感謝します。私みたいな人間がここまで

育てていただきまして皆さん本当にありがとう。 

                 赤井田 幸一君 

・誕生祝い有難うございました。 

先の父の日のプレゼント以来家族からも祝福され、ロ

ータリーからもいただき気分もおだやかになります。 

                  押味 弘一君 

・井浦、諸橋丸の船出です。一年間宜しくお願いしま

す。コロナ 早く終わることを願っています。 

７１歳になりました。誕生祝い品ありがとうございま

す。                小川 信正君 

・七夕の日にいよいよ井浦丸が出航ですね、コロナに

負けず一致団結して“Let’s take a step”!! 

                  山田 道夫君  

・井浦会長、諸橋幹事一年間大変だと思いますがよろ

しくお願いします。         齋藤 嘉昭君 

・井浦会長、諸橋幹事 新年度スタートおめでとうご

ざいます。一年間が素晴らしいものでありますように。 

応援しております。         保坂 勝志君 

・本日より井浦会長、諸橋幹事の年度のスタートです。

忙しいとは思いますが新年度の成功をご祈念申し上げ

ます。また本日、妻の誕生日祝いありがとうございま

した。ピッタリ賞でした！！（７／７） 

                   望月 治君 

・星に願いを・・・井浦会長とともにメンバー全員で

一歩踏み出す１年になりますように。 

“Let’s take a step”!! 

本日は写真撮影ガンバリマス。  東村 里恵子さん 

 

本日の合計 １５,０００円（累計１５,０００円） 



財団ボックス 

・ガバナー補佐でお世話になりました。 

井浦・諸橋年度のスタートをお祝いします。 

                  目黒 正文君 

・井浦会長、諸橋幹事本日はおめでとうございます。 

本年度も一年間お世話になります。よろしくお願いい

たします。             川名 一弘君 

 

本日の合計  ２,０００円（累計  ２,０００円） 

 

米山ボックス 

・ガバナー補佐でお世話になりました。 

井浦・諸橋年度のスタートをお祝いします。 

目黒 正文 君 

・本年度副 SAA をつとめさせて頂きます。風間でござ

います。井浦会長、諸橋幹事１年間よろしくお願い致

します。入会２４年目にして１１年１００％バッジ頂

きました。ありがとうございます。 

                 風間 啓一郎君 

・出席１００％ １５年ありがとうございます。 

今期も１００％になれるかなー？ 

井浦会長・諸橋幹事１年間よろしくお願いします。 

                 渡邊 嘉子さん 

 

本日の合計 ３,０００円（累計  ３,０００円） 


