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第2687回例会
№29
糸魚川RC HP http://itoigawa-rc.jp 第2560地区HP http://www.rid2560niigata.jp/

本日のプログラム
・点 鐘
・国 歌 君が代
・四つのテスト
・会 歌 それでこそロータリー
・ビジター紹介
・会長挨拶
・幹事報告
・委員会報告
親睦委員会（結婚祝・誕生祝）
ニコニコ箱担当委員
その他委員会
・卓 話
糸魚川ジュニアバレーボールクラブ
監督 森山 亮氏
「バレーボールで地域貢献」
・点 鐘

次回例会プログラム
◇2月11日（木） 規定休日（建国記念の日）
◇2月18日（木）
【夜間移動例会】
親睦事業 「味覚の会」
時 間 １８：３０～
会 場 膳処くろひめ
会 費 会 員 ４,０００円
ご家族 ３,０００円
※急きょ欠席の場合、前日までにご連絡をお願いします。
※キャンセル料が発生する場合があります。
※2/18(木)の昼例会はありません。

2 月のＲＩレ ート
120円/ 1 ドル
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◆１月28日（木）

18名

親 睦 委 員 会
◇２月の結婚記念日
小田島修平君 ３日
◇２月会員誕生日
大瀬 一志君 １日
田辺 栄三君 ５日
斉藤 正明君 19日
猪又 勝代君 21日
幹

事

報

渡部
松澤
佐藤

達朗君
和彦君
元春君

３日
９日
20日

告

◆1/28（木）例会場において第8回定例理事会
が開催されました。
出席 9名
1. 2月のプログラムについて
2. ロータリー「山の会」について…欠席
3. 三条RC創立30周年記念式典について
参加者 秋山澄雄君・大島證道君
4. 会員増強について
5. ロータリーカード加入要請について
6. 地区補助金の活用での事例発表依頼について
7. その他
①第9回定例理事会予定
2/25（木）13：30～ 例会場
②山本和則ガバナーのあんこうの会の件…未定
③第2回米山記念奨学委員長セミナーの件
④第2回ロータリー財団セミナー･
補助金管理セミナーの件
⑤16-17年度 PETSの件
◆国際RC第2560地区職業奉仕セミナー
日 時 １月30日（土）
会 場 ホテルオークラ新潟 3階 クラウン

アルバムは100冊の大台を目標会
員として元気で居れば向こう10年
位か。池原英男さん、田原さん一
日も早く回復をクラブ例会にお元
気な顔を見せて下さい。
岩﨑和夫君 糸魚川JC松澤理事長様本年頑
張って下さい。岩﨑専務理事も。
佐藤英和君 寒暖の差が大きくなっております。
皆様お体ご自愛ください。
今日は、松澤理事長、岩﨑専務理
事ようこそおいでくださいました。
よろしくお願いします。

登録料 ３，０００円
受付・昼食12：00～13：00
セミナー 13：00～15：00
セミナー講師 鈴木公子君（柏崎中央RC）
「自らの職業を通じた奉仕のあり方を考える」
参加者 島田節子君
◇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
参加者 小野垣研一君・大島證道君

１月28日例会

ゲスト卓話
一般社団法人
糸魚川青年会議所
理事長 松澤高志様
専務理事 岩﨑 護様
「新年度事業の抱負」

◇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
参加者 黒石孝君・小田島修平君

一般社団法人糸魚川青年会議所の2016年度ス
ローガンは「志縁」とさせていただきました。
多くの方とのつながりを大切にして、糸魚川の
輝く未来のために強い信念をもって活動を行な
おう、という想いを込めさせていただきました。
活動としましては、地域のために活動できる大
人へと成長してもらいたいと願い、青少年育成
として地域を想う心「郷土愛」の醸成を目指す
活動を行います。
まちづくりにおいては、インバウンド分野に
おける受け入れ態勢の充実を目指す活動を行い
ます。昨年、日本全体の訪日外国人旅行者数は
2020年目標の2000万人に大きく近づき、糸魚川
においても受け入れ態勢の充実は急務の課題で
あります。
糸魚川の輝く未来を目指して、2016年度もメ
ンバー一丸となって邁進して参ります。
どうぞ宜しくお願い致します。

◇2016-17年度会長エレクト研修
セミナー（PETS）
日 時 3月12日（土）
登録受付 9：30～10：00
セミナー 10：00～15：35
懇親会
15：35～17：10
会 場 長岡グランドホテル
登録料 １３，０００円
参加者 黒石孝君
ニコニコ箱担当

秋山澄雄君

藤巻賢策君

本日は糸魚川青年会議所松澤理事
長様と岩﨑専務理事様ありがとう
ございます。本日の卓話宜しくお
願い致します。
勝手に撮った写真。
下手な横好きで迷惑お掛けしてい
ます。クラブ記録写真70･71･72号
を恥も外聞も無くお届け致しまし
た。興味が有りましたら、何かの
折りにでも見てください。入会さ
せて戴き（1985年1月）31歳記録

糸魚川中央ＲＣコーナー
2月12日（金）ヒスイ王国館
国土交通省北陸地方整備局国道事務所
副所長 渡辺昌彦 様 他2名
「糸魚川地域の安心・安全にむけて」
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