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＜点   鐘＞ 新津中央 RC  望月 治会長 
 
＜ソング＞  我等の生業 
 
＜会長挨拶＞ 新津中央 RC  望月 治会長 
・先週の例会、写真撮影、ガバナー公式訪問へのご協力ありがとうございました。 
・１１月５日は世界インターアクトの日、インターアクトについてお話します。 
・新津商工会議所前田会頭にお越しいただいています。本日の卓話をお願いしております。 
・本日より阿部晴行君が入会いたします。 
・先週時間短縮の為割愛した各お祝いを今例会でいたします。 
 
＜ゲ ス ト＞ 新津商工会議所会頭 (新津 RC 会員) 前田 正実 様 
 
＜ビ ジ タ ー＞ いらっしゃいませんでした 
 
＜卓 上 花＞   花名 ①カーネーション（ナデシコ科）      原産地 ヨーロッパ地中海沿岸 
             花言葉  美しい仕種            生産地 千葉県君津市 
            ②かすみ草  （ナデシコ科）       原産地 ヨーロッパ 
             花言葉  静心               生産地 熊本県菊池市 
 
＜会員誕生祝い＞ 
今月はいらっしゃいません 
 
＜パートナー誕生祝い＞ 
11 月 7 日 山田 道夫君 奥様 弘子さん 
11 月 7 日 阿部 晴行君 奥様 美津子さん 
 
＜結婚記念日＞ 
11 月 3 日  大竹 一希君＆由紀子さん 
11 月 6 日  川﨑 松雄君＆越子さん 
11 月 16 日 小林 一大君＆由実さん 
11 月 18 日 佐々木 健哉君＆節子さん 
11 月 22 日  髙橋 健朗君＆仁美さん 
11 月 22 日 阿部 晴行君＆美津子さん 
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ガバナー 高尾 茂典（新潟中央 RC） 

２０２１—２０２２年度クラブテーマ                   

「クラブの調和」共に語り、共に行動（奉仕）し、共に楽しもう！   ２０２１年１１月第２例会 

                                     （２０２１年１１月９日） 



＜新入会員の紹介＞ 
佐々木健哉会員増強委員長から新入会員の紹介をしていただいた後 
新入会員の阿部晴行君からご挨拶していただきました。 
 
＜前田新津商工会議所会頭様からの卓話＞ 
新津の町をこれからどうしたいのか、どうしていくかを考えるにいつまちづくり会議、秋葉区で脱炭素化を目指

す秋葉区未来会議、エフエムにいつのお話など、会頭のお考えをお話いただきました。 
商工会議所に対する理解、協力、支援を会員にお話しされました。 
 
＜幹事報告＞ 
・高尾茂典ガバナーより公式訪問の御礼をいただきました。 
・第 3 分区 I・M 実施方法変更について 
 諸般の事情を勘案して対面方式の開催を取りやめ、紙面による紙上開催方式となります。 
・ロータリー奉仕デーについて 
 当クラブからは遠山博文君を担当者とします。 
・今例会より例会時のテーブル配置をコロナ禍前の配置に戻しました。 
・FM にいつ協賛について 
 
＜委員会報告＞ 
ございませんでした。 
 
＜出席報告＞ 
前回の訂正  ございません。 
 
本日の出席  会 員２４名中１８名出席 
                 ７５％ 
＜１００％出席者表彰＞ 
13 年 押味 弘一君 
13 年 山田 道夫君 
 

ニコニコボックス 

・本日久しぶりの中央ロータリーさんの卓話です。宜しくお願い致します。     新津 RC 前田 正実君 
 
・前田様、本日はお忙しい中お越しいただきありがとうございました。地域の発展のため、今後ともよろしく  

お願いします。阿部晴行君ようこそ新津中央 RC へ!! 楽しく活動していきましょう。 
                                  望月 治会長・五十嵐 純一幹事 
 
・前田正実新津商工会議所会頭様、エフエム新津代表取締役社長様 卓話、まちづくり大切だと思います。 
ありがとうございました。                              諸橋 敏松君 

 
・57 回目の結婚記念日を向かえました。記念品を頂きましてありがとうございました。    川﨑 松雄君 
 
・阿部晴行さんようこそ。全員でお待ちしておりました。これからよろしくお願い致します。佐々木 健哉君 
 
・結婚して何年たったでしょうか。お蔭様で健康で仲良く暮らしています。結婚記念日のお祝いありがとうござ

います。                                     佐々木 健哉君 
 
・前田会頭 ご来訪有難うございました。これからもよろしくお願いいたします。 
 又 阿部晴行君の入会を心より歓迎いたします。仲良くして下さいね。          川名 一弘君 
 
・阿部さん入会ありがとうございます。よろしくお願いします。              齋藤 嘉昭君 
 
 



・阿部さん入会ありがとうございました。楽しいロータリー活動をして行きましょう。宜しくね。 
                                          井浦 行重君 

                                         
本日の合計 １１，０００円（累計 １０６，０００円） 
ニコニコボックスとは・・会員が受益者とならないクラブの奉仕活動資金です。 
   今年度の目標金額は 一人 15,000 円で 330,000 円です。（目標達成まであと 224,000 円） 
 

財団ボックス 

・本日財団 BOX を廻させていただきました。ご協力に感謝いたします。           川名 一弘君 
 
・前田会頭本日は卓話大変ありがとうございました。にいつまちづくり会議を早急に、そして強力に推し進め 
まちの活性化を計って頂きたいと思います。当会会長の望月君を宜しくお願いします。    山田 道夫君 

 
コインボックス ￥５，９０９ 
本日の合計 ７，９０９円（累計 ２７９，９７５円） 
財団ボックスのお金はクラブ、地区を通じて実施される、承認された人道的・教育活動を支援する為に寄付をし

ています。 
今年度の目標金額は 一人 180$で 439,560 円です。（目標達成まであと 159,585 円） 

 

米山ボックス 

・阿部さん、入会おめでとうございます。楽しくやって行きましょう！           大竹 一希君 
 
本日の合計  １，０００円（累計 ２１７，１００円） 
米山ボックスのお金は外国人留学生に奨学金を支給・支援する為に使われ、将来日本と世界の架け橋となる人材

やロータリーの良き理解者となるよう育成します。 
今年度の目標金額は 一人 20,000 円で 440,000 円です。（目標達成まであと 222,900 円） 

 


