






S48≫

五十嵐　大吾 星野　将隆 山﨑　達也 間野　太 郷　猛 山﨑　亮太郎
㈲五十嵐電気商会 星野税務会計事務所 (資)京屋商店 大日養鯉場㈱ ㈲郷鉄筋工業 山崎醸造㈱

S49≫

内山　健太郎 大川　孝幸 宮川　洋祐 和田　雅浩 鈴木　秀信 竹内　義朗
㈲ﾕｰｻﾞｰｻｰﾋﾞｽｼｽﾃﾑ内山 ㈱ホームセンター大川 ㈱魚沼電子 和田建工 ㈲鈴木建築 竹内製菓㈱

S50≫

中村　大 糸井　一紀 中村　喜博 根津　堅太郎 池　哲太郎 伴　雅史
米忠商店 ㈲糸井環境保全ｻｰﾋﾞｽ ㈱小千谷モータース ㈲根津工業 柳屋金物㈱ 秀和建設㈱

S51≫ S52≫

郷　秀光 岡　健 高橋　重尚 郷　寛 大淵　雅弥 田村　和義
㈱日乃出輸送 ㈱岡惣 ㈱高橋電気 郷左官工業 魚沼建材 ㈲旭オートサービス

S53≫

須田　貴裕 東　伸泰 平澤　利弘 高橋　達也 和田　英人 南雲　丈克
須田ボーリング ㈱東忠 丸堂養鯉場 ㈱高五組 YK機工 ㈲南雲住建

S54≫ S55≫

池　雄太 加藤　寿幸 小宮山　一博 木村　勝年 柳田　伸吾 吉田　勇童
㈱ポンド ㈲みれん 大忠工務店 木村歯科医院 ㈱柳田工業 ㈱吉田鋼業
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S55≫ S56≫

黒﨑　慎一郎 井口　和行 諸我　和成 風間　尚樹 高橋　功一 横田　勉
㈱しん設備 ㈲井口建築設計事務所 諸我石材店 ㈱林屋紙器 ㈱白友舎 中央タクシー㈱

S57≫ S58≫ S60≫

米岡　良太 宮山　悟 本田　啓邦 田中　庄太 高橋　甲大 小川　洋平
米岡石油㈱ ㈱角屋 (資)池田屋 ㈲田中造園 日本生命保険相互会社 ㈱案親巧房

S61≫ 長岡支社長岡代理店営業部

新入会員
Now Printing

新入会員
Now Printing

新入会員
Now Printing

新入会員
Now Printing

新入会員
Now Printing

星野　裕司 大淵　誠将　 伴　泰範 小片　龍也 金澤　耕作 星野　泰幸
星野松栄事務所 ロゼオ 宝砂利㈱ 小片鉄工㈱ 中村総合法律事務所 星野松栄事務所
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年度 月 事　業　内　容

1 式典 新年式典

セミナー はばたけ！！勇気の翼　～委員会対抗ビジネスマナークイズ～

総会 ２月通常総会

3 式典 Forum21　３月合同例会

セミナー THE・自己変革　～魚の革命児に学ぶ～

懇談会 行政との懇談会

セミナー 激論！BSとKJを使いこなせ

対外事業 第24回　わんぱく相撲小千谷場所

6 セミナー 天下一話道会～君は勝ち残ることが出来るか？～

7 対外事業 おぢや自慢探検隊～セカンド・シーズン～

対外事業 おぢや親善大使～ＷＥLCOMＥ　少年少女探検隊～

総会 8月通常総会

9 説明例会 説明例会（絶対に叶えなければならない夢がある）

絆事業
絶対に叶えなければならない夢がある

～ROAD　TO　LEGEND～　勇気の翼をいっぱいに広げて
公開討論会 小千谷市長選挙に伴う政策提言型公開討論会

卒業例会 ～勇気の伝承～

公開講演会 今、子どもたちのためにできること　～子どもは大人の背中を見て育つ～

12 式典 セレモニー

1 式典 新年式典

絆事業 委員会対抗ドッジボール大会　熱血！小千谷JC杯 チームワークで勝利を掴め！

総会 ２月通常総会

3 式典 Forum21　３月合同例会

4 復興支援 おぢやからの恩返しプロジェクト　求む！救援物資

対外事業 第25回　わんぱく相撲小千谷場所

復興支援 おぢやからの恩返しプロジェクト第２弾「買って食べて東北の力になろう！東北物産展」

6 公開講演会 てっぺんを目指そう　～次世代のリーダーへの言葉～

7 公開講演会 今、子どもたちは…　そして大人に出来る事

8 総会 8月通常総会

9 公開講演会 社会のごみの問題は、私達の気持ちの問題です

10 対外事業 おぢや震災ミュージアムそなえ館　オープニングイベント　～10.23を忘れない～

卒業例会 次世代への伝え

懇談会 行政との懇談会

12 懇親会 忘年パーティー

1 式典 新年式典

絆事業 委員会対抗　友Ｂｏｗｌｉｎｇ

総会 ２月通常総会

式典 Forum21　３月合同例会

式典 東日本大震災復興祈念シンポジウム　小千谷から被災地へ「心のリレー」

セミナー 踏み出そう最初の一歩を　～故郷の味になるまで～

懇談会  知っ得！小千谷市第４次総合計画及び懇談会

5 対外事業 第26回　わんぱく相撲小千谷場所

6 公開講演会 漫画『ONE PIECE』から学ぶ仲間力　～私たちはつながっている～

公開講演会
この指と～まれ!! 「魅力ある大人の背中の確立」を目指して】

～私たちにできることから始めよう!!～
絆事業 偉大なる富士行路　～最高の宴を日本一の高みで～

8 総会 8月通常総会

9 対外事業 おぢゃれフェスタ　～まちの笑顔プロジェクト～

絆事業
第1回　市民の家横断　小千谷JCウルトラクイズ

～知力・体力・時の運、そして、伝心力～
式典 10.23　復興のつどい

卒業例会 ～先人、まち、未来、そして卒業生からの伝え～

フォーラム ＪＣフォーラム

12 懇親会 忘年パーティー

1 式典 新年祝賀会

セミナー
【知っ得！】人生に後悔しないために、40歳までに知っておきたい10のポイント

～私たちが４０歳になったとき自分自身はどうなっている？～
総会 ２月通常総会

3 式典 Forum21　３月合同例会　～発足から１０年の歩み～
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