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２０１７年１２月第４例会 

 

＜点   鐘＞ 
 拍 手 
 
＜握手タイム＞ 
 

＜会長挨拶＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（要旨） 

 ・天候の話 

 ・クリスマス、クリスマスイブの過ごし方  

  のお話。 

 ・落語家立川しららの落語会を観たときの話につい  

  ての話 

 ・忘年会に参加した際のお話。 

 ・本日の卓話 遠山君の紹介 

 ・本日も宜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＞  
 いらっしゃいません。 
 
＜卓 上 花＞  
花   名／千両 
原 産 地／日本 
生 産 地／千葉県波崎長 
花  言  葉／恵まれた才能 
  

＜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 
ガバナーエレクト  川瀬 康裕君
PETS実行委員長   杉二 幸英君 
 

2018-19年度会長エレクト研修セミナーの 
ご案内 

 
日 時：2018年 3月 24日(土) 

       登録受付 9:30～10:00 
       セミナー 10:00～15:25 
       懇親会  15:25～17:00 

会 場:ジオワールド VIP 
三条市旭町 2-8-57 TEL:0256-35-1143 

出席者：2018-19年度クラブ会長･幹事 
地区諮問委員･ガバナー補佐･地区委員長 

登録料：おひとり 13,000円 
問合先：川瀬ガバナーエレクト事務所 PETS実行委

員会 
      TEL:0256-34-3227 FAX:0256-46-8873 
 
     ※クラブでのお使いの名札をお持ちくだ

さいますようお願いします。 
 
 ２．国際ロータリー第 2560 地区 
      米山記念奨学委員長 宇尾野 隆君       
    

第 2回 米山記念奨学委員長セミナー開催の 
ご案内 

 
  日 時：2018年１月 27日(土） 
      受付･登録 12:00～13:00  

昼食を用意いたします。 
      セミナー 13:00～16:00           
  会 場：ホテルオークラ新潟４Ｆ  

コンチネンタル 
      〒951-8053 新潟市中央区川端町 6-53 

TEL／025-224-6111 

 

 

 

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」 



  登録料：3,000円（当日ご持参ください） 
出席義務者：現年度及び次年度クラブ米山奨学委員長

または代理者 
      出席対象者が不都合の場合は、必ず代理

出席をお顎い致します、 
      ※ 例会用名札をご持参くださいますよ

うお願い致します。 
                                    
 ３．国際ロータリー第 2560地区 
         ガバナーエレクト 川瀬 康裕君 
        地区幹事      関川  博君 

三条ロータリークラブ 
             会長  小出 子恵出君 
             幹事   吉井 直樹君 
 
   川瀬ガバナーエレクト事務所移転と 

三条ロータリークラブ事務局仮移転のお知らせ 
 

〒955-0072新潟県三条市元町 2-16越前屋ホテル
3F 

                FAX0256-46-8873 
 
     川瀬ガバナーエレクト事務所 

TEL0256-34-3227 
E-Mail y.kawase@rid2560niigata.jp 

 
三条ロータリークラブ事務局 

TEL0256-47-0505 
E-Mail  sanjo-rc@cpost.plala.or.jp 

 
2018年 1月 5日 開所いたします。         
お気軽にお立ち寄りください。 

 
４．国際ロータリー第 2560地区 

2017-2018年度 ガバナー    新保 清久君 
 
第 2560地区ガバナーノミニー決定のお知らせ 
 
国際ロータリー第 2560地区ガバナーノミニー 

        (2019-20年度ガバナー) 
 

高田ロータリークラブ 
大谷 光夫氏 

 
＜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 31 名中 19 名出席で 

61.30％でした。 
 
＜プログラム＞ 
卓話担当 青少年奉仕委員長 遠山 悦男君 
より『佐渡島 41 回目のたびの話など』ビデオを見なが
ら卓話をしていただきました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ニコニコボックス  

◇今年大変お世話になりました。 
 来年もどうぞよろしくお願いいたします。 
 遠山さん卓話ありがとうございます。 
                  目黒 正文君 
                  保坂 勝志君 
 
◇今年も皆様のおかげで楽しく過ごすことができまし
た。来年もよろしくお願いします。 

                  川﨑 松雄君 
 
◇本日卓話担当の遠山です。 
 佐渡のビデオ楽しんでいただけましたでしょうか。 
 本年もありがとうございました。よいお年を！ 
                 遠山 悦男君 
 

◇今年も早いもので最終例会となりました。 
 来年もよろしくお願いします。 
                 佐々木 健哉君 
 
◇12月 20日無事開院できました。 
 今後もご指導宜しくお願いいたします。 
 本日仕事のため早退いたします。 
                  坂爪  慶君 
         
    本日の合計 6,000 円（累計 204,200円） 

 
財団ボックス  
◇今年も皆様のおかげで楽しく過ごすことができまし
た。来年もよろしくお願いします。 

                  川﨑 松雄君 
 
    本日の合計 1,000 円（累計 63,492 円） 
 

米山ボックス  
◇今年もロータリーの皆様のおかげで何とかなりまし
た。ありがとう。 

 今年最後のボックスを廻したいのですがやめました。 
 来年早々おめでたいところでボックス宜しくどうぞ。 
 
                 赤井田 幸一君 
 
    本日の合計 1,000 円（累計 48,562 円） 
 

＜点 鐘＞  
 拍  手 
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