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「Be a gift the world」
（世界へのプレゼントになろう）
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四つのテスト
―言行はこれに照らしてから―
１． 真実かどうか
２． みんなに公平か
３． 好意と友情を深めるか
４． みんなのためになるかどうか

例会日：月曜日 12:30-13:30
会場：こみや料亭 TEL:0463-95-0209
事務局：伊勢原市伊勢原 1－2－2 横浜銀行伊勢原支店内
TEL:080-3389-4113
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第１９５５回例会

平成２７年１２月２８日（月）

第１９５６回例会

平成２８年

１月

『伊勢原３ＲＣ賀詞交換』

「鏡開き」

特別休会

６日（水）

合同新年例会

佐野Ｇエレクト・小西会長・矢野ＡＧ・仲西会長・足立会長

【ビジター紹介】
第 2780 地区ガバナーエレクト 佐野英之様（秦野ＲＣ）
第７グループガバナー補佐
矢野一博様（秦野中ＲＣ）
グループ幹事
川口 洋 様 （秦野中ＲＣ）
グループ会計
内藤房薫様（秦野中ＲＣ）
次年度地区幹事
秋山純夫様（秦野ＲＣ）
次年度地区大会実行委員長
深石純一様（秦野ＲＣ）
１

晴れ

（左より）

ご 挨 拶

次年度ガバナーエレクト
佐野英之様（秦野 RC）
皆様、新年明けまして御目出とうござ
います。輝ける 2016 年度の幕開けに相
応しく、元旦の初日の出、大変素晴らし
かったです。 又、本年度の干支は申年、
申年は何かと騒がしいとも、出入りの激
しい年とも言われております。それに対
応するか世界も騒がしくなっておりますが、静かな年
で過ごしたいと思いますね。
さて、
本日この様な席に私共三名を御招待頂き心よ
り感謝申し上げます。
私もいよいよ来週サンディゴに
出発しガバナーとしての勉強をしてきます。RI 会長
の方針を良く聞き、
理解し皆様方に判り易くお届けし
たいと思いますので宜しく御願い致します。
最後に成りますが、本日ご出席の皆様は下より、各
クラブの益々のご発展と御健勝を祈念し私の挨拶に
代えさせて頂きます。有難う御座いました。
第 7 グループガバナー補佐
矢野一博様（秦野中 RC）
明けましておめでとうございます。新
春を健やかにお迎えのこととお慶び申し
上げます。グループ幹事・会計共に招待
頂きました。浅学非才な私であるゆえ、
年度初めは何かと不安を抱えてのスター
トでありましたが、各クラブの会長・幹
事をはじめ皆様のご協力により、大切な行事でありま
す ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問も無事終えることが出来ました。
また、毎月の会長・幹事会を通して、第７グループの
活動も守備よく執り行われていることに敬意を申し
上げます。
田中ｶﾞﾊﾞﾅｰも常日頃よく言っております、
❝百の名
言より一つの実績ですよ❞一つでも二つでも実践し
ようと思ったら、もっと役に立つのです。ロータリー
の良さは自己の研鑽であります。
自分が自分を磨いて
いく、そして自分を向上させていくことです。
また、会員増強は永遠のテーマです。会員を入会さ
せれば、クラブは新会員にやる気を起こさせ、やりが
いのあるプログラムに参加させる機会を与えて下さ
い。そして、是非、クラブの特色を生かした活動をさ
れて、
楽しく面白いロータリー活動に結びつけて頂き
たいと思います。
３／１２（土）には、私の主催するＩＭが控えてお
ります。
ロータリアンにとって実りのあるＩＭにした
いと思っております。ご協力の程、宜しくお願い申し
上げます。
一年の始まりです。健康には十分ご留意され、活躍
されることを期待しまして素辞ではございますが、
年
頭のご挨拶とさせて頂きます。
担当会長挨拶

小西英昭会長（伊勢原中央 RC）

春来って草自ら生ず ものの芽の天に合掌して聞く
ふと見れば“なずな”花咲く頃かな

（明日は七草）

…正月になるといくつか春を想わせる言葉を
目にします。
2016 年（平成 28 年）新年明けましておめでと
うございます。新年賀詞交歓、市内３ロータリー
クラブ合同例会をここに開催致しましたところ、
本日は、第 2780 地区ガバナーエレクト佐野さん、
第 7 グループガバナー補佐矢野さん、幹事の川口
さん、会計の内藤さん、そして、次年度地区幹事
の秋山さん、次年度地区大会実行委員長の深石さ
ん等ご臨席をいただき、又、伊勢原市内３ロータ
リークラブ会員の皆様多数ご出席のもと盛大裏
に会が催せますこと、まずは幹事クラブと致しま
して大変嬉しく感謝申し上げます。
今年は天候穏やかな中、新年を迎え、本年一年
が良き年であることを占う様な気が致しました。
皇居では、元旦恒例の一般参賀に於いて、天皇陛
下より世界中が災害のない平安な年である事を
願う御言葉があり大変印象的でございました。今
や世界中の出来事が、良きに付き悪しきに付き即
座に私達の目や耳に入ってまいります。今年は申
年ですが、もはや「見ざる」
「聞かざる」
「言わざ
る」のことわざが通用する時代ではなくなって来
た様な気が致します。「知らない事の幸せ」とも
言えません。こうした変動著しい中を歩んで間も
なく 50 年を迎えようとする伊勢原クラブさん、
そして、昨年 25 周年を迎えられた平成クラブさ
ん、中央クラブも今年で 38 年目となります。そ
れぞれのクラブが、それぞれのクラブカラーを持
って歴史を重ねて来ております。どうぞこれから
も末永く、伊勢原市内の３ロータリークラブが、
共に協調し助け合い歩み続けられる事を願うと
ころであります。
さて、ロータリーの今年の主だった活動行事を
申し上げますと、
2/21 昨年同様「公共イメージキャンペーン」
3/12「第 7 グループＩＭ」
4/17「地区研修協議会」
5/28～6/1「ソウルでの国際大会」
がございます。又、7 月新年度に入りますと、い
よいよ佐野ガバナー年度となり、10/15～16 地区
大会がございます。今大会では、後程エレクトか
らお話されると思いますが、当第 7 グループ一丸
となって大会に臨まなくてはなりません。特に、
大会 2 日目 16 日の全体会議は秦野文化会館にて
行なわれます。我々、伊勢原市内 3 クラブの会員
皆様には大会の円成を願い、今迄以上のご支援、
ご協力、そして、ご加担をお願いしておきます。
このようにお仕事、商売、ロータリーとお忙し
い中、どうぞ健康に留意され、萬福多幸ならん事
を祈念申し上げまして挨拶と致します。
これから懇親会ですが、“身体の健康は食する
事 頭の健康は人と接する（かかわる）事” と
あります。今年もどうぞ一年宜しくお願いいたし
ます。ありがとうございました。

ホスト：伊勢原中央ＲＣ

佐野ガバナーエレクト 矢野ガバナー補佐

仲西会長より乾杯のご発声… 「乾杯～♪」

佐野 G エレクト、矢野 AG、濱田 PG を囲んで…

～伊勢原市内 3 ロータリークラブ賀詞交歓会～

深石次年度地区大会
実行委員長

矢野 AG のハーモニカ演奏

17 : 30
18 : 00

18 : 20

18 : 30
19 : 00
20 : 00

◆タイムスケジュール◆
受付
合同例会
点鐘
小西会長（伊勢原中央ＲＣ）
担当クラブ会長挨拶
ガバナーエレクト挨拶・ガバナー補佐挨拶
幹事報告
点鐘
閉 会
鏡 割 り
佐野ガバナーエレクト・
矢野ガバナー補佐・
仲西会長・足立会長・小西会長
乾杯の発声
仲西会長（伊勢原ＲＣ）
賀詞交歓会
歓 談
余 興
（希望者・推薦があれば・・）
中 〆
足立会長（伊勢原平成ＲＣ）

（余興） 津軽三味線

中〆 足立会長

