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２０１６年１２月第１例会 

 

＜点   鐘＞ 
 拍 手 
 
＜四つのテスト唱和＞ 
ソングリーダー 諸橋 敏松君 
会場内の会員全員で唱和する。 
 

＜握手タイム＞ 
 

＜会長挨拶＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こんにちは、季節も深まり師走の月となりました。

12月６日、第 1例会です。7月に 2016～2017年度発足

以降、早半年となります。 

この後、本日は年次総会といたしまして、私の前半の

感想を述べさせていただき、又、皆様よりご推挙され

た次年度、2018～2019年度の副会長・会長エレクトで

あります目黒正文君から、正式のあいさつを頂戴し、

目黒会長エレクトからは次期幹事を指名をされた後、 

そして皆様より満場一致でご両名の次期目黒会長、次

期保坂幹事のご承認をお願するところであります。お

二人には、新年度の方針、抱負をお聞かせ願いたくお

願いいたします。次年度は当クラブ創立 40周年記念事

業が控えております。目黒エレクト、保坂次期幹事は 

最強のコンビかと考えます。山田実行委員長のもと、

私たちも安心してついていけるのではないかと思いま

す。今日からは、事情によりひと月ほどお休みしてい

た川名幹事が元気に幹事席に復帰しております。うれ

しい限りです。後程お話を伺えたらと思っております。 

 さて今日の例会は年次総会です。先の理事会で決ま

りました炉辺会議開催の件、そもそも炉辺会議とは、

その意義・目的について遠山プログラム委員長より、

お話戴くことをお願いしてあります。総会ですので時

間の許す限りご意見いただければ、今後のクラブ運営

に反映させて戴こうと思っています。これからは年末

年始にかけて楽しい企画が目白押しです、皆様から多

数例会行事に参加していただけることを期待いたしま

して簡単ではございいますが挨拶とさせていただきま

す。ありがとう御座いました。 

 

＜ゲ ス ト＞  

 いらっしゃいません。 
  
＜米山奨学生＞ 
グエン・ティ・トゥイ・リンさん 

   
＜卓 上 花＞  
花   名／アイリス 
原 産 地／地中海沿岸 
生 産 地／西区黒崎 
花  言  葉／優雅、伝言 
 

＜会員誕生祝い＞ 
・諸橋 敏松君 （12/16） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜パートナー誕生祝い＞ 
   今月はいらっしゃいませんでした。 
 
＜結婚記念日＞ 
・小林 幸平君 奥様 朝子様 （12/8） 
 
  

 

 

 

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 
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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」 



＜お食事＞ 
 お食事をどうぞ！ 
 
＜幹事報告＞ 
１、 新津商工会議所 

会頭 古川 賢一様 
 

  『新春賀詞交歓会』開催のご案内 
 
  日時：平成 29 年 1 月 6 日（金） 

① 講演会    15:00～16:30 
講  師 ジャーナリスト 長谷川 幸洋氏 

      テーマ 「激動する世界～仁保の針路を
考える」 

② 来賓祝辞   16:40～17:00 
③ パーティー 17:00～18:30 

 
  会場：一楽 TEL 22－3155 
 

2、2016 阿賀野川あきはまつり実行委員会 
    あきはなび部会長  中野 真行様 
 
  「2016 年阿賀野川あきはまつり あきはなび」 
   開催の御礼が届いております。 
 

3、川名幹事より理事会にて 12 月 27 日は夜例会(忘 
年会)1 月 3 日は例会お休み、1 月 10 日は夜例会
(新年会)となった旨の御報告がありました。 

  
＜委員会報告＞ 
 ございませんでした。 
 
＜出席報告＞ 
 前回の訂正 欠席者 9 名中１名メーキャップの為 
 72.42%に訂正。 
  
 本日の出席 会員 29 名中 22 名出席で 

75.87％でした。 
 

＜100％出席者表彰＞ 
  草野 満君 10 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜プログラム＞ 

 会長・幹事担当 年次総会 

 

 ・次年度会長・幹事・副幹事挨拶 

 

 ・目黒 正文会長の挨拶 

  

 ・保坂 勝志幹事の挨拶 

 

 ・井浦 行重副幹事の挨拶 

  

 

・2017～2018 年度会長エレクト選考委員会 

 委員長 小川信正君より次期会長エレクト  

に齋藤 嘉昭君を指名するとの御報告。 

 

 

 

 

・米山奨学生 グエン・ティ・トゥイ・リン 
さんより挨拶。 

 
・会長よりリンさんへ奨学金の贈呈 

 

・遠山 悦男君より炉辺会議の内容について御報告 

次回は次年度 2 月に開催予定。 

  

ニコニコボックス  

◇妻の入院に際しましては会員の皆様よりご心配やお
見舞いを頂きありがとうございました。お陰様で元
気になってきました。これからも宜しくお願い致し
ます。 

                 川名 一弘君 
 
◇先月 23日 五泉に 9番目のにいつフードセンター 
 を開店致しました。成功するかしないか首が掛かっ
ております。 
                川﨑 松雄君 
 

◇目黒次年度会長、保坂幹事、40周年を控えて大変ご
苦労様です。 

                佐々木 健哉君 
 
◇10年バッジ頂きました。有難う御座います。 
 次は 20年目指して頑張ります。 
                 草野   満君 
 
◇用があり早退します。 
                 山田 道夫君 
 
◇ごめんなさい、早退します。 
                 齋藤 嘉昭君 
 
◇大変申し訳ございません、早退させていただきます。 
                 高橋 健朗君 
         
    本日の合計 7,000 円（累計 126,600円） 

 

米山ボックス  
 
◇目黒次年度会長、保坂幹事、井浦副幹事、素晴らし
いメンバーで出発できること大変うれしく思います。 

 40周年も近い所万全の体制で行ける確信しておりま
す。 

                  押味 弘一君 
  
◇いつもお世話になっております。 
 今回ロビンソンサービスステーションオープンしま
した。宜しくお願いします。 

                  遠山 悦男君 
 
    本日の合計  2,000円（累計 20,634円） 
 
＜点 鐘＞  

   拍  手 
 



＜理事会報告＞ 

理 事 会 
 

日  時   平成 28年 11月 29日（火） 18:30～   

場  所   一 楽 

案 内 者   押味、山田(会議のみ)、目黒、川名、保坂(会議のみ)、赤井田、望月、川﨑 

諸橋、土田、青柳、井浦、佐々木、遠山、草野、風間、渡邊、小川(会議のみ) 

 

2016～2017年度 
 ＲＩ会長          ジョンＦ.ジャーム 
 ＲＩテーマ         「人類に奉仕するロータリー」 
 ＲＩ第 2560 地区ガバナー   田中 政春 
 地区テーマ         「基本を学び、地域と共に」 
 クラブ会長のテーマ     ロータリー価値観の向上          

〈親睦・高潔性・多様性・奉仕の理想の追求〉 

  会議 11人 食事  8人  
 
１．会長挨拶 
２．本日の協議事項  
①  12・1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 

   ・ロータリー情報委員会(炉辺会議)の開催日と会場について 
    

【12月の例会行事】  
         第 1例会  12/6   会長・幹事     年次総会   

第 2例会   12/13    卓話担当      赤井田幸一君                                                      
      第 3例会   12/20      〃        渡邊 嘉子君 
      第 4例会  12/27      〃        草野 満君    夜例会(忘年会) 
 
            理事会   12/27    18:00～ （夜例会開催前） 
 

【 1月の例会行事】  
         第 1例会   1/3   休会       

第 2例会    1/10    会長・幹事     夜例会(新年会)                                             
      第 3例会    1/17    卓話担当       諸橋 敏松君 
      第 4例会   1/24      〃               小川 信正君 
            第 5例会   1/31     〃        27(金)の家族新年会に振替  
 
            理事会    1/31    18:30～ 
 

クラブ内行事  
    12/27(火) 夜例会(忘年会) 一楽  18:30～ 

会費:  5,000円 個人負担:3,000円 ｸﾗﾌﾞ負担:2,000円 
 

    1/10(火) 夜例会(新年会) 一楽  18:30～ 
会費:  6,000円 個人負担:3,000円 ｸﾗﾌﾞ負担:3,000円 
  

       1/27(金) 家族新年会   一楽  18:30～ 
                    会費:一家族 10,000円(義務出席) 

地区行事 
         
  地域行事                         
           
    その他   ・ロータリー情報委員会(炉辺会議)の開催日と会場について 

            2月開催ではどうか？ 会場はどこにするか？             検討中 
 


