第 2299 回

例会日■平成 30 年 7 月 5 日（木） 会場■割烹八文字屋 開会点鐘■19.：00 2017-18 年度 VOL 01

三春 RC テーマ：「繋がろうロータリー、繋げようロータリー」
Contents：スタート例会
【例 会】

司会：三條安國 SAA

5.幹事報告

9.誕生日プレゼント

1.開会点鐘

6.各委員会報告

10.〇×クイズ

2.ロータリーソング「奉仕の理想」

7.閉会点鐘

11.スマイル発表

3.四つのテストの唱和

【 懇親会 】 2300 回記念

12.中締め

4.会長挨拶

8.乾 杯

会 長 挨 拶（第 49 代会長 石川和広）

私のモットーは繋げようロータリー、繋がろ
うロータリー（５０年続いたロータリーが１

皆様今晩は、

００年続きますように）ですので先週の例会

梅雨の真っ最

もさよならでなく「ご苦労様例会」だと私は認

中、蒸し暑く、

識しておりましたが、やはりというか今年度

また、足元の

スタートの７月案内が、影山会長山口幹事名

お悪い中、お

でお手元に届きまして皆様にご迷惑をおかけ

忙しいところ、

いたしましたが、私といたしましては、繋げよ

スタート例会にご出席いただき誠にありがと

うロータリー繋がろうロータリーにふさわし

うございます。先週６月２８日の１年間のご

くかえって我が意を得たりの思いです。今日

苦労様例会影山直前会長、山口直前幹事他、前

まさに直前会長が私に繋いでくれたというこ

年度役員理事の皆様１年間本当にご苦労様で

とです。

した。また本日はスタート例会ですがほとん

先ほど初めて点鐘させていただき木槌の重

どの皆様を今年度も役員理事にお願いたして

さを実感いたしました。また本日は今年度最

おります。感謝申し上げます。特に大内富雄さ

初のスタートであるとともに来週が２３００

んは副会長とガバナー補佐兼任また渡邉宏二

回の記念例会となるのですが折角だから夜の

さんにはひき続いての管理委員長、更に分区

例会の方がお祝いしやすいということで前倒

幹事も兼任でお忙しいとは思います。今年の

しになりました。その様な記念の例会ですの
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で

四つのテストの唱和を皆様戸惑われるだ

ご意見はあると思いますので今後もこのスタ

ろうとは思いましたがあえてチャレンジして

イルでいくかどうかはこれから決めようかと

みました。なぜかと申しますのは一つには、い

思います。

ろいろなロータリーの会に出てみるとしばし

ともかくも今年度は「インスピレーション」

ばロータリーの目的は何かとか何をするとこ

になって「ロータリーを繋げよう繋がろう」が

ろかと話題になるので、ロータリーの目的を

テーマです。また年次計画書の挨拶文のなか

再認識したかったのと、もう一つは今年のＲ

でも書きましたが

Ｉのテーマが「インスピレーションになろう」

借りする意味でも「ｐｏｏｒなｉｎｏｖａｔ

というなんとも日本語にならない表現なので

ｉｏｎ」より「ｇｏｏｄなｉｍｉｔａｔｉｏｎ」

で戸惑われる方も多かったと思われましたの

でやっていきたいと思っておりますので皆様

で、これは原語の感覚と日本語の感覚に違い

のご協力よろしくお願いします．

今年度は先人の知恵をお

があるからだということを知りまして四つの
テストを原語と日本語訳とならべてみてなん

１年間お世話様になります。何卒よろしく

とないニュアンスの違いを味わってみたいと

お願いいたします。

思いましてあえてやってみました。いろいろ

幹 事 報 告
◇ 第 49 代幹事

白岩良子

① ７月２日 県中分区会長幹事会が三春ロータリー
クラブ担当で開催されました。
② ７月８日(日) 少年ソフトボール大会が開催され
ます。詳細は委員会から報告します。
③ ７月９日(月）第２回理事会を開催いたします。
19 時 00～八文字屋
各委員会報告
◇増子博保青少年奉仕委員長
三春 RC 杯少年ソフトボール大会のお知らせです。
開催日：平成 30 年 7 月 8 日（日）
場

所：御木沢小学校

開会式：午前 8 時 30 分
（集合時間午前 8 時）
ロータリーのポロシャツ着用でお願いいたします。
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◇渡邉宏二クラブ管理委員長
今年度も引き続き山口晋司さんと一緒に会報を担当
することとなりました。昨年同様、発表した皆様は
原稿をメールにて送信していただきますようご協力
お願いいたします。メールアドレスが変更された方
は私の方までお知らせください。

◇大内富雄県中分区ガバナー補佐
今年度県中分区ガバナー補佐に就任いたしました。
1 年頑張りますので会員皆様のご協力をお願いいたし
ます。
◇閉 会 点 鐘

懇
◇乾

親

会

杯

乾杯の音頭：橋本国春会長エレクト

◇誕生日プレゼント
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6 月 6 日生まれ

三瓶一壽さん

6 月 18 日生まれ

米谷量平さん

7 月 17 日生まれ

白岩良子さん

◇一流のロータリーアンになろう！
2300 回記念ということで今回は特に三春 RC の歴史等について〇✕クイズを行いました。
その結果、三瓶一壽さんが優勝されました。あなたが「一流のロータリーアン」です。

優勝：三瓶一壽さん

準優勝：石川和広さん

◇スマイル発表
本日も多くのスマイルありがとうございます。
スマイル合計

45,000 円

2300 回記念として「ごちソース」を会員の皆様
に配ります。みそ×しょうゆの美味しいコラボ！

米谷量平クラブ管理委員

新感覚のごちソースをご賞味下さい！！

◇中締め（影山吉則直前会長）

本陣さんで販売しております。

写真撮るのを忘れてしまいました。

国際ロータリー第２５３０地区
三春ロータリークラブ
TEL

FAX

E-mail

例会場

割烹文字屋

三春町字大町 18-１

62-5757

62-3174

hashimoto@8monjiya.jp

事務所

〒963-7759

三春町八島台 5-3-9

62-2334

62-2334

rcmiharu@gmail.com

会

長

石川

和広

三春町字中町 1-1

62-2630

62-2222

dr-kazu@joy.ocn.ne.jp

幹

事

白岩

良子

三春町字南町 55-3

62-6024

62-6034

yoshiko@fd-const.com

会

報

渡邉

宏二

三春町字荒町 60

62-2410

62-2441

yamadai@orange.plala.or.jp
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石川和広会長

石川会長、白岩幹事年度のスタートを祝

本年度 1 年間白岩幹事ともどもよろしくお

してスマイル致します。


願いいたします。繋がろうロータリー、繋



げようロータリー Be the Inspiration

石川、白岩年度のスタート例会を祝して

影山吉則直前会長

スマイルします。


石川会長、白岩幹事年度のスタートを祝







福原義守さん

三瓶一壽さん

して！まだ、会長気分抜けません！困っ

石川白岩年度のスタートを記念して。今

た！！

年度もよろしくお願いします。


橋本国春会長エレクト

川又暉之さん

こんばんは。今年度のスタート例会を祝

石川会長、白岩幹事のスタート例会を祝

してスマイルします。

して！


大内富雄県中分区ガバナー補佐

渡邉宏二県中分区幹事

スタート例会を祝して。また、ガバナー

ロータリー年度明けましておめでとうご

補佐として、この 1 年がんばりますので

ざいます！石川会長、白岩年度が素晴ら

宜しくお願い致します。

しい年度になりますようスマイルいたし

橋本紀子副会長

ます。1 年間よろしくお願いいたします。

石川・白岩年度のスタート例会を祝して
スマイルいたします。お忙しいでしょう

スマイル合計

が頑張って下さい。応援致します。


白岩良子幹事
スタート例会からさよなら例会までよろ
しくお願いいたします。



三條安國 SAA
スタート例会を祝して。



佐久間英一パストガバナー
2018-19 年度、第 1 回例会を祝して。石
川会長、白岩幹事どうぞよろしくお願い
致します。



幕田勝壽さん
会長・幹事今年度よろしくお願いいたし
ます。



山口進さん
石川会長、白岩幹事チームの発足を祝し
て。これから 1 年健康留意して！！



増子博保さん
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45,000 円

