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２０１６年８月第４例会 

 

＜点   鐘＞ 
 拍 手 

 
＜握手タイム＞ 
 

＜会長挨拶＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こんにちは、台風 10号のフェーン現象下、きびしい
暑さが続いておりましたが今度は記録的な大雨が心配
されるところでございます。 
先週は、私と川名幹事とで第 3分区会長・幹事会に出
席させていただきました。6クラブほぼ全員集まって
の会合でしたが、五泉ロータリーのガバナー補佐 佐
藤渉氏より挨拶の中で、冒頭地区ガバナー補佐会議の
報告がなされました。第 1回地区運営検討会において
上程された課題、すなわち改善点の検討 1)地区事務所
の固定化 2)ガバナー選出の輪番制 3)地区改善委員
会(仮称)の常態化 4）会員増強でありました。当第 3
分区は 2560地区で最もクラブ数も会員数が少ない分
区で、どのクラブも大変重い課題と受け止めていまし
たが、9月 17日、第 2回地区運営委員会の会議の結論
次第で受け入れざるをえないと意見が一致しました。 
今後は地区大会等大きな行事で、ガバナーを選出した
クラブばかりでなく、第 3分区または第 6分区等少数
クラブ、少数会員クラブにおいては、垣を越え地区大
会等大きな行事では、より強力なバックアップ体制を
取らなくてはならないことで話がまとまりました。最
終的には地区大会での決議でございます。私の次の年
度には当クラブの 40周年記念式典を行いますので、全
クラブこぞって参加くださるようにと、お願いしてき
ました。 
本日の例会は秋葉区役所地域課課長 長崎忍様をお招

きいたしました。演題は《秋葉区の持続可能な発展の
ための戦略思考》とのことでございます。長崎様の経
歴につきましては、卓話担当の山田道夫君より後ほど
お願いをいたします、いい話が聞かれることを楽しみ
にして挨拶にかえさせていただきます、ありがとうご
ざいました。 
 

＜ゲ ス ト＞  
 秋葉区役所地域課課長 

 長崎 忍様 

 

＜ビ ジ タ ー＞  

 いらっしゃいません。 

 

＜卓 上 花＞  

花   名／アスター（キク科） 

 

原 産 地／中国 

生 産 地／福島県 北会津村 

花  言  葉／心配り 追想 思い出 

 

＜お食事＞ 

 お食事をどうぞ！ 
 
＜幹事報告＞ 
 1．国際ロータリー第２５６０地区 
       ガバナー      田中 正春君 
       社会奉仕委員長      岸    伸彦君 

 
2016～2017年度 社会奉仕委員会セミナー開催の
御案内 
 
日時：2016 年 10 月 1 日（土） 

     登録受付 12 : 00～13 : 00  
（昼食をご用意致します） 

     セミナー 13 : 00～16 : 00 
 
  会場：ホテルニューオータニ長岡 桜の間 
     長岡市台町 2-8-35   

ＴＥＬ : 0258-37-1111 
※対象者がご都合悪い場合は、代理出席をお願い
いたします。 

 

 

 

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：押 味 弘 一  

幹 事：川 名 一 弘   ｸﾗﾌﾞ会報委員長：坂爪  慶 

2016～2017 年度 

国際ロータリー会長 

ジョンＦ．ジャーム 

(米国 CHATTANOOGAＲＣ） 

人類に奉仕するロータリー 

ＲＯＴＡＲＹ  

ＳＥＲＶＩＮＧ 

ＨＵＭＡＮＩＴＹ 

 

2016～2017 年度 国際ロータリー第 2560 地区ガバナー 田 中 政 春：（長岡西 RC） 

 テーマ  「基本を学び、地域と共に」 



※誠に恐れ入りますが、9 月 15 日（木）までに、
田中ガバナー事務所までご返信願います。 

   
2. 国際ロータリー第２５６０地区 
       ガバナー      田中 正春君 
       地区幹事      小川 敏夫君 

地区大会実行委員長 細川 恭一君 
 

 2016 ～ 2017 年度国際ロータリー第 2560地区 
 地区大会開催についてのご案内 
 

1】 地区大会《１日目》 
Ｇ補佐、地区委員長、会長・幹事会議＆RI会長
代理ご夫妻歓迎晩餐会 

  １）日時 2016年 11月５日（土）  
登 録  12:00～13:00 

    会 議  13:00～16:30 
    晩餐会  16:50～19:00 
 
  2）会場 長岡グランドホテル   

長岡市東坂之上町 1-2-１  
ＴＥＬ : 0258-33-2111 
 

  3）出席希望者 
     ①RI会長代理ご夫妻  

②RI会長代理エイドご夫妻  
③地区外部招へいの皆様 

     ④地区諮問委員 ⑤ガバナー補佐  
⑥ガバナースタッフ  
⑦地区主要行事実行委員長 

     ⑧各委員会の委員長、副委員長、小委員長、
⑨各クラブ会長・幹事 

 
2】地区大会《２日日》 

本会議・レセプション（ロータリーの夕べ） 
 1）日時 2016年 11月６日（日） 

登 録   8:30～ 9:30 
     本会議   9:30～16:40 
     ﾚｾﾌﾟｼｮン 17:15～19:00 
 
   2)会場 アオーレ長岡 

長岡市大手通 1-4-10  
ＴＥＬ : 0258-39-2500 

 
3)出席希望者 

    ①地区大会１日日にご出席の皆様 
②各クラブ在籍×60％の皆様 
③5分区内クラブには 80％、長岡地区 4RC 
1000％でお願い申し上げます。 

 
3】お願い事項 

   1)お申込み 
    ※別紙申込書にて 2016年 9月 23日（金）ま

でに極力メールにてお申込みください。 
2)登録料 

    ①地区大会《１日日》 
      Ｇ補佐、地区委員長、会長・幹事会議＆RI 

会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 
      お一人様：15,000円 

②地区大会《２日日》本会議・レセプション
（ロータリーの夕べ） 

      お一人様：15,000円 
      3)例会用の名札を忘れずにご持参ください。 
 

3.ロータリーの友地区代表委員 
                    杉本 俊夫君(長岡東ＲＣ) 
  
ロータリーの友への投稿依頼 

  （9月はロータリーの友月間です。） 
 
    2015-2016より日本のロータリークラブでは 9月

は雑誌月間がなくなり、ロータリーの友月間にな
りました。 
ロータリーの友月間に因み、各クラブの宣伝広報
の為にも投稿宜しくお願いいたします。あるいは
イベント予定情報のご提供をガバナー事務所まで
お知らせお願いします。 

 
＜委員会報告＞ 
 なし 
 
＜出席報告＞ 
 前回の訂正 前回欠席者10名中2名メーキャップの

為 73.34％に。訂正。 
  本日の出席 会員 30 名中 18 名出席で 60％でした。 

 

＜プログラム＞ 

 山田 道夫君より紹介 

 

 秋葉区役所地域課課長 
 長崎 忍様による 

『秋葉区の持続可能な発展（生き残り）の為の戦略

思考』に関しての卓話でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス  

◇秋葉区地域課長 長崎様 本日は月末のご多用の中 
 御来訪下さいまして有難うございました。日頃から
地域課の皆様に大変お世話になっております事に深
く感謝いたします。 

川名 一弘君 
◇早退します。 

小川 信正君 
 
◇本日はお忙しい中、卓話をお願いしたところ快くお
引き受けくださいまして有難うございます。 

 秋葉区の活性化の為に協力に戦略を襲勧めてくださ
い。 

                 山田 道夫君 
         
    本日の合計 3,000円（累計 60,600 円） 

 

＜点 鐘＞   

拍  手 


