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２０１７年８月第２例会 

 

＜点   鐘＞ 
 拍 手 

 
＜握手タイム＞ 
 

＜会長挨拶＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  本日は 8月第 1例会です、皆様こんにちは。 

今日は、私どものクラブの親クラブでございます新

津 RCさんから第 3分区ガバナー補佐、原さん、本望

会長さん、山口幹事さんよりお越しいただきまして、

誠に有難うございます。心より歓迎申し上げます。 

天気がちょっと心配ですが、台風 5号がのろのろと

うろついておりまして、今後この地域も豪雨になる

ようです。 

最近挨拶の場に立つたびに、気象の話がやたら多

い年でございますが、土砂崩れなどはなく無事に過

ごしていければと思っております。 

先日の土曜日 8月 5日には、RC当該地域の防減災

ｾﾐﾅｰが開催されました。私と川名さんと 2人で参加

してまいりました。地区といたしましても、防災対

策に関する一応の組織を持っていることもあり、こ

れをどう利用するのかということより、私ども自身

も自分たちのクラブの中で、どう危機管理をやるべ

きか？またやるとしたらどのように行うのか？ 

などを、今後機会がありましたら、皆様とお話しし

たいと考えております。 

また、本日表敬訪問いただいた皆様からお話を頂

き、さらに原ガバナー補佐からは、ガバナーの今年

度の方針に関わる、私に対する御指導をいただきた

いと思っております。 

本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

  
＜ゲ ス ト＞  
 いらっしゃいません。 
 
＜ビ ジ タ ー＞  
 ガバナー補佐クラブ訪問 
 第 3 分区ガバナー補佐  
         原   寛君 
  
 新津 RCより表敬訪問 
     会長  本望 文夫君 

幹事  山口 高司君 
 

＜卓 上 花＞  
花   名／リンドウ 
原 産 地／ヨーロッパ、アジア 
生 産 地／栃木、那須高原 
花  言  葉／満ちた自信、貞節 
 
  

＜お食事＞ 
 お食事をどうぞ！ 
 
＜幹事報告＞ 
 １．   第 3分区ガバナー補佐  原   寛君 

Ｉ・Ｍ実行委員長    前田 正実君 
新津ＲＣ会長      本望 文夫君 

 
2017～2018年度第 3分区Ｉ・Ｍの開催に 
ついて（ご案内） 

 
  日  時: 平成 29年 10月 22日（日） 
      13：OO～ 受付 
      13::30  開会 

※詳細につきましては、改めてご案内 
いたします。 

 
  会  場: 新潟薬科大学新津駅東キャンパス（新津

駅東口）Ｉ・Ｍ 

 

 

 

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：目黒 正文  

幹 事：保坂 勝志   ｸﾗﾌﾞ会報委員長：坂爪  慶 

2017～2018 年度 

国際ロータリー会長 

イアン Ｈ.S ライズリー 

(豪州 SandringhamＲＣ） 

ロータリー：変化をもたらす 

ＲＯＴＡＲＹ： 

Making A Difference” 

  

2017～2018 年度 国際ロータリー第 2560 地区ガバナー 新保 清久：（新潟万代 RC） 

 テーマ  「クラブ地区の変革をめざそう」 



桝形屋（新津本町２）          
アトラクション、懇親会等 

※ お車はＩ・Ｍ会場の駐車場に停めて 
ください。 

※ ＩＭ会場から懇親会場への移動は、 
徒歩（5～10分）となりますのでご了
承願います。 

 
  登録料: 12,000円 

※ 第 3分区内の取り決めにより、 
全員登録をお願いいたします。 

※ 登録料は、9月 22日（金）までに 
下記の口座へご送金願います。 

 
  申込先: 新津ロータリークラブ事務局  

TEL 0250･22･0 12 1 FAX 0250･25･2332 
 
  その他: ※ 準備の都合上、クラブ会員全 の名

簿を、9月 8日（金）までにお送り
くださいますようお願いいたします。 

        なお、当日出席者の名簿は、9月 22
日（金）までにお願いいたします。 

※ 当日は、各会員の名札をご持参くだ
さい。 

※ 昼食は各自で済ませて来てください。 
 

 ２．国際ロータリー第 2560地区 
2017～2018年度 

   第 17回ライラ（ＲＹＬＡ）研修開催のご案内 
 

研修テーマ 
「より、気持ちの良いまちづくりを求めて！」 
（地域社会のリーダーとなる為には、何を考え学
ぶべきか？） 

 
  開 催 日：2017年 10月 14日（土）・15日（日） 
   

研修会場: ロイヤル胎内パークホテル 
       新潟県胎内市夏井 1191－3 

電話 0254-48-2211 FAX0254-48-2000 
 

宿泊施設：胎内アウレッツ館 
 

参 加 者：地域社会の青少年指導者及び指導者の 
（研修生）素質を持つ 18歳～30歳までの青少年

男女、特にロータリーアン事業所の社
員若しくはローターアクター、他に米
山奨学生、留学生、交換留学生の参加
も歓迎いたします。 
各クラブの青少年奉仕委員長及びライ
ラ委員長は必ず出席してください。 
ローターアクト、インターアクト提唱
クラブの委員長も可能な限り出席して
ください。 
そして、各クラブより研修生は 2名以
上をご推薦下さい。 
 

準 備 等：参加者の服装は、開閉式・研修ともに平
服ノーネクタイとします。その他、1泊
2日用の持ち物として身の回り品は準備
してきてください。尚研修施設館内では
禁煙となりますのでご承知ください。 

申込期限：平成 29年 9月 5日（火）まで 
 

申 込 先：新発田城南ロータリークラブ ライラ研
修実行委員会(新発田商工会議所内) 
新発田市中央町 4-10-10 

 
登 録 料：研修生・ロータリーアン  

参加者 1名 13,000円 
 

 主    催 ：国際ロータリー第 2560地区 ライラ委 
員会 

 
ホストクラブ：新発田城南ロータリークラブ 

 
３．保坂幹事より報告 
  ・9月 12日新津 RCとの合同夜例会の御案内を事

務局より、早急に配布致します。 
 
  ・8月 15日の例会はお盆の為休会とさせて頂きま

す。 
 
＜委員会報告＞ 
 ございませんでした。 
 
＜出席報告＞ 
  前回の訂正はございません。 
  本日の出席 会員 30 名中 20 名出席で 

66.67％でした。 
 

＜プログラム＞ 

 会員増強委員長 草野 満君より7月29日開催され  

 た、RI 第 2560 地区 会員増強ｾﾐﾅｰの内容に対しての

卓話をしていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さらにクラブ訪問、第 3 分区ガバナー補佐 原 寛

君より地区ガバナーの今年度の方針ついてのお話とと

もに、新津 RC 会長 本望 文夫君、幹事 山口 高

司君からも表敬訪問の御挨拶を頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス  

◇一年間お世話になります。宜しく御指導の程お願い
申し上げます。 

         第 3分区ガバナー補佐 原 寛君      
 
◇本日は表敬訪問に参りました。宜しくお願い致しま
す。 

           新津 RC 会長 本望 文夫君 
幹事  山口 高司君 

 
◇原ガバナー補佐、本望会長、山口幹事  
 ようこそいらっしゃいませ。 
 本年度１年間どうぞ宜しくお願い致します。 

                 目黒 正文君 
                 保坂 勝志君 

 
◇都合により早退させて頂きます。また川名様、今日
の花の色は素晴らしい。ワンダフルですね。いつも
有難うございます。 

                 赤井田 幸一君 
 

◇本日の卓話担当でした、有難うございました。 
                   草野  満君 
 
◇新津クラブの原さん、本望さん、山口さん 
ようこそ我がクラブにお越し下さいました。 
皆様方の御来訪できっと台風もよけてくれたのでは
ないかと思っております。でも少し雨が欲しいです。 

                  川名 一弘君 
         

    本日の合計 10,000 円（累計 69,200円） 
 

＜点 鐘＞  
 拍  手 


