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

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”

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」
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＜握手タイム＞
＜会長挨拶＞

＜お食事＞
お食事をどうぞ！
＜幹事報告＞
・秋葉区社会福祉協議会
会長

羽生

隆夫様

地域福祉推進フォーラムの後援依頼について
（お願い）
（要旨）
挨拶
今朝に北朝鮮によるミサイル発射に伴う J アラート
発令で携帯が緊急でアラームが鳴ったことについて。
南北朝鮮、日本も危機的状況に突入するかもしれな
い事に関して。
秋が近づき、秋めいてきたことについて。
今日のゲスト、青年会議所の皆さんのご紹介。
新発田城南 RC、ライラ委員会委員長 尾田さんのご
紹介。
＜ゲ ス ト＞
2017 阿賀野川あきはまつり実行委員会
あきはなび部会長 柳田 慎剛様
中野 真行様
一般社団法人 新津青年会議所
まちの可能性追求委員会
委員長
＜ビ ジ タ ー＞
新発田城南 RC
2017～2018 年度
青少年奉仕委員会

石井 孝宏様

ライラ委員会委員長
小田 一雄君

事業名：地域福祉推進フォーラム
日時：平成 29 年 12 月 2 日（土）13;00～16:30
会場：新潟市秋葉区文化会館
（秋葉区新栄町 4･23）
主催：新潟市秋葉区社会福祉協議会
共催：新潟市秋葉区
日
開
開

程
場 12:00
会 12:30
【第１部 表彰式】
主催者挨拶 秋葉区社会福祉協議会会長
福祉功労者表彰(個人 ○名、○団体)
謝 辞
○○様
祝 辞
秋葉区長様
記念講演 13:00
【第２部 実践発表】14:30
閉会挨拶 16:25
秋葉区社会福祉協議会 副会長
閉
会 16:30
参加者：一般市民、企業、福祉関係者、
農業関係者等

・国際ロータリー第 2560 地区
国際奉仕委員会委員長 長谷川
2017-18 年度

厚史君

国際奉仕フォーラムの御礼

と進行中の「グローバル補助金を使った国際奉
仕プロジェクト」を４例発表させていただき、
以下の２例のプロジェクトヘの援助国協同提唱
クラブを募りました。
プロジェクト
実施国 担当クラブ 期日
台湾の貧しい地域に塗装訓練所を建設する
台湾 新潟南 9/5

＜出席報告＞
前回の訂正
本日の出席

欠席者 11 名中 2 名メーキャップの為
70.00％に訂正
会員 30 名中 21 名出席で
70.00％でした。

＜プログラム＞
・本日の卓話 SAA 高橋健朗君のご紹介
2017 阿賀野川あきはまつり実行委員会、
あきはなび部会長 柳田 慎剛様、中野 真行様
より今年度の「あきはなび」
（9/17）の御紹介をし
ていただきました。
さらに新津青年会議所 石井 孝宏様からは秋葉
区初の野外音楽イベント「秋の音」
（10/14,15）の
ご案内を頂きました。

タイの農村地の病院へ血液透析器を設置する
タイ 新潟中央 9/27
＜委員会報告＞
・国際奉仕委員長 山田 道夫君より 8 月 26 日に開催
された国際奉仕フォーラムに目黒会長とともに参加。
国際ロータリー第 2560 地区青少年交換委員会
2018～2019 年度 長期交換学生募集要項について
の報告を頂きました。

・ロータリー財団委員長 川名 一弘君より 8 月 27
日に参加、内容の御報告を頂きました。

・米山記念奨学委員長の赤井田 幸一君より
米山ボックスのお願いがございました。
・諸橋敏松君より 9 月 12 日に開催される異業種交流会
の御案内がございました。

・目黒 正文君より「ごりやく地蔵尊」建立募金と
奉賛会入会のお願いがございました。

・新発田城南 RC、2017～2018 年度青少年奉仕委員
会ライラ委員会委員長 小田 一雄君より
婚宴度のライラ研修についてのご案内と、詳細を
お話し頂きました。

ニコニコボックス
◇地区ライラ委員長の尾田様、本日はようこそお越し
頂きました。どうぞよろしくお願い致します。
あきはなび実行委委員会の皆様、本日はありがとう
ございました。
目黒 正文君
保坂 勝志君
◇米山委員長の赤井田です。
今回米山ボックスを廻しますので、ご協力宜しくお
願い致します。
赤井田 幸一君
◇新発田城南クラブの尾田さん、ようこそ我がクラブ
にご来訪下さいまして有難うございました。
二年前のライラ研修会では大変お世話になり有難う
ございました。今年の大盛会を祈念しております。
川名 一弘君
◇遅れましたが、先日の新津夏祭りに際しまして新町
屋台に過分なるご寄付 御祝儀を賜りまして誠に有
難うございました。
新町屋台、新町町内会を代表して御礼申し上げます。
坂爪 慶君
◇卓話担当なのに早退してすいません。
あきはなび宜しくお願いします。
高橋 健朗君
本日の合計 6,000 円（累計 82,200 円）

コイン BOX より
本日の合計
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5,355 円（累計 18,355 円）

