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謹 賀 新 年
秋山年度も下期に入りました。
どうぞ宜しくお願いします。
夜間移動例会 『合同新年会』
会場 ホテル国富アネックス

18：30～

本日のプログラム
・点 鐘
・君が代
・秋山会長挨拶
・点 鐘
親睦事業
『糸魚川・糸魚川中央ＲＣ合同新年会』

次回例会プログラム
◇１月14日（木）18：30～
糸魚川市役所 環境生活課
高野 一夫環境係長
「糸魚川市における
地熱発電事業の調査について（仮）」
出

席

報

告

◆12月24日（木）
幹

事

報

22名

告

◆年次総会
日 時 12月24日（木）13：20～
会 場 例会場
・次々年度の会長 鈴木修一郎君が承認されました。
・次年度の役員・理事が承認されました。（標題）
又、クラブ細則の一部変更の件も承認されました。

◆12月24日（木）例会会場において第7回理事
会が開催されました。
出席者 11名
1. 1月プログラム
2. 糸魚川･糸魚川中央ＲＣ合同新年会について
3. スキー会（移動例会）について
4. 会員増強について
5. 新年度役員報告について
6. 2015-16年度国際ロータリー第2560地区
職業奉仕セミナー開催について
7. 2015-16年度国際ロータリー第2560地区ロータ
ーアクト第46回地区大会開催について
8. その他
①第8回定例理事会予定
平成28年1月28日（木）13:30～ 例会場
②にいがた緑の百年物語会員継続について
③（一財）比国育英会バギオ基金について
④信組倉庫大掃除について…1/14例会終了後
⑤60周年実行委員会メンバー選出について
岩﨑君・秋山会長・山田幹事
黒石会長・小田島幹事
⑥池原英男君・斉藤正明君お見舞いについて
◇第２回米山記念奨学委員長セミナー
日 時 ２月６日（土）
受付・昼食12：00～13：00
セミナー 13：00～16：00
会 場 ホテルオークラ新潟 ４階
登録料 ３，０００円
黒石・松澤・山田・塚田
その他 今年度、最後の開催となります。
◇第２回ロータリー財団セミナー
日 時 ２月20日（土）
受付・昼食12：00～13：00
セミナー 13：00～16：30
会 場 万代シルバーホテル ５階
登録料 ３，０００円

12月24日例会

2016～2017年度クラブ役員・理事
役員 会長
黒石
孝
直前会長・副幹事 秋山 澄雄
会長エレクト
鈴木修一郎
副会長
猪又 一義
幹事
小田島修平
会計
藤森 仁行
ＳＡＡ
佐藤 英和
理事 山田 紀之（クラブ奉仕委員長）
田原 良枝（職業奉仕委員長）
藤巻 賢策（社会奉仕委員長）
大島 證道（国際奉仕委員長）
斎藤 直文（青少年奉仕委員長）
佐藤 元春（クラブ奉仕副委員長）
（プログラム・親睦担当）
監事 池原 義一
岩﨑 和夫

「前半を振り返って」 秋山澄雄君

ニコニコ箱担当
秋山

澄雄君

おかげ様で 6 か月経過しました。
皆様のご協力に感謝申し上げま
す。下期も宜しくお願いします。
今日は、クリスマスイブです。田
原ＳＡＡ様ケーキのプレゼント
ありがとうございます。
藤森 仁行君 1 年間ありがとうございました。
黒石
孝君 マージャンの成績が、良かったの
で…寄付させていただきます。
小田島修平君 スキー場に雪がなく、オープン
出来ません。週末からの雪降り
に期待します。
田原 良枝君 ＳＡＡをさせて頂き半年が過ぎ、
大変勉強になりました。今年は
デュオセレッソ、へいあんをご
利用頂きありがとうございまし
た。新規会員互助会もよろしく
お願いします。
建部
進君 新入会員として半年がすぎまし
た。皆様にご指導頂き会の雰因
気にもなれて来ました。来年も
宜しくお願い致します。

同年度に会長となった高田・新井・高田東・
越後春日山・糸魚川中央の５クラブにメイク
アップ致しました。各会長さんがどの様に例会
を進めているかの勉強でした。一般的には会長
と幹事の２人が雛壇に座って食事をしていまし
た。せっかくメイクアップしているのに食事は
あまり知らない方となってしまいましたが、逆
に多くの方と話が出来ました。糸魚川クラブの
昼食はテーブルでいただき、例会時は雛壇の方
式がよいと思いました。
又、スマイルの寄付は 1,000 円でした。糸魚
川クラブは少しよくばって３つ（スマイル・Ｒ
Ｃ・米山）のため金額も増えるので 1,000 円で
も良いのではないかと思いました。なお、各ク
ラブのスマイルが無い例会もけっこうありまし
た。景 気 の 影 響 か と 思 い ま す。皆 様 今 後 は
1,000 円でスマイル寄付をお願いします。
それから四つのテストは歌が多くて音階がわ
からないためとまどった感じでした。糸魚川ク
ラブの喉話方式が良いと感じました。それから
昼食ですが新井クラブもカレーの日でした。
最後に当クラブの状況ですが、ＳＡＡの田原
さんには食事の楽しさと味噌汁カップと食後の
コーヒードリップを導入していただき例会に来
るのが楽しくなりました。又、クラブ奉仕委員
会では当クラブのＨＰの充実がみごとでした。
アークシステムの斉藤直文さんありがとうござ
いました。社会奉仕委員長の松澤さん 10 月に
すべての事業ととなりありがとうございまし
た。職業奉仕委員長島田さんと新保さん職場見
学ありがとうございました。春日部南ＲＣとの
交流会が大雨による災害で中止になってしまい
残念でなりません。
糸魚川中央ＲＣコーナー
１月14日（金）

個人寄付
（円）

12月24日例会
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