第２３２３回

例会日■平成 31 年 1 月 10 日（木） 会場■若松屋旅館 開会点鐘■19.：00 2018-19 年度 VOL 25

三春 RC テーマ：「、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１００年続きますように －
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会 長 挨 拶（第 49 代会長

今年度の三春ＲＣのテーマは繋げようＲＣ、

石川和広）

繋がろうＲＣです。
皆様あけましておめで

この半年間は会員増強をはかり足場をしっか

とうございます。平成

り固めたいと思います。

最後の新年会、平成年

皆様の一層のご協力をお願いして今日は新年

度も残すところあと１

の抱負など語りながら過ごしたいと思います。

１１日となりました。

また、ゲームもあると思いますが

新春にあ

私の会長任期もあと半年です。５月の１０連

たり賞品も少し用意しました。運試しもして

休を境に新元号時代になります。ちょうど三

ください。本日は誠にありがとうございまし

春ＲＣも時を同じくして５０周年となります。

た。よろしくお願いします。

幹事報告
第 49 代幹事

白岩

１． 会長・幹事会
18：00

良子
1 月 11 日（金）ホスト：船引ＲＣ

花の湯

２． 1 月 17 日の例会は「職業奉仕月間プログラム」
友の見どころ担当は吉田將史さんです。

各委員会報告
◇なし

表彰状伝達
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

ベネファクター

（第５回） 佐久間英一さん

影山吉則さん

閉会点鐘
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記念品

懇

親

会

◇乾杯：橋本国春会長エレクト

◇誕生日プレゼント

1/1 生まれ 幕田勝壽さん

◇ゲーム（輪

1位

投

1/9 生まれ 渡辺利春さん

げ）

石川和広さん 61 点

2位

川又暉之さん 54 点

3位

渡邉宏二さん 50 点

会長のご厚意により参加者全員に賞品を配布いたしました！

合計金額


39,000 円

石川和広さん・・平成最後の新年会を祝してスマイルします。インフルエンザ月流行ってきまし
た。酒でうがい及び治療をしているから大丈夫と思ってもご用心下さい。飲みすぎると副作用が
でます。



白岩良子さん・・あけましておめでとうございます。皆様にとって良い年でありますようご祈念申
し上げます。



佐久間英一さん・・新年例会を祝して。
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幕田勝壽さん・・明けましておめでとうございます。



橋本紀子さん・・あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。船引 RC のク
リスマスで 2 枚買った宝くじでプチ当せん！！人生初めて、ささやかですがスマイルです。
多額のスマイルありがとうございました。



増子博保さん・・新年を祝してスマイル致します。今年の正月は食べて飲んでを繰り返しておりま
した。



影山吉則さん・・明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。



橋本国春さん・・新年おめでとうございます。本年も宜しくお願いします。新年会例会を祝してス
マイルします。



山口進さん・・新年あけましておめでとうございます。今年 1 年健康に注意しながらガンバリま
しょう。



渡邉宏二さん・・新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い申し上げます。
年男です！猪のように猛進したいと思います。



福原義守さん・・新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い申し上げます。三
春 RC の会員の皆様のますますのご健勝を記念しスマイルいたします。



三條安國さん・・明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。



大内富雄・・新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。



川又暉之さん・・新年明けましておめでとうございます。



渡辺利春さん・・新年あけましておめでとうございます。今年も宜しくお願いします。
合計金額

39,000 円

◇中締め
影山吉則直前会長

2019 年が皆様にとって
良い年になりますよう
に・・！

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

62-2410

yamadai@orange.plala.or.jp
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三春ロータリークラブ

会員干支分布（25 人）

子（ネズミ）🐭
丑（うし）

🐄

寅（とら）

🐯

卯（うさぎ）🐇
辰（たつ）
己（へび）

🐍

0
1
5
1
2
3

午（うま）

🐎

未（ひつじ）🐑
申（さる）

🐵

酉（とり）

🐓

戌（いぬ）

🐕

猪（いのしし）🐗

2
2
1
1
5
2

◇今年の運勢
丑年……人との交流を増やして運気アップ！（市川さん）
しっかり者の丑年生まれの人。2019 年、全体の運気はゆっくりと上昇傾向ですが、金運は上々！ 収
入をアップさせるチャンスが 4 月頃にもたらされる暗示があります。チャンスは何気ない日常に潜ん
でいるので、常にアンテナを張っておきましょう。また、仕事運や恋愛運は、人からもたらされる運
気。ぜひ、人との交流を増やしていくように心がけてください。
寅年……勢いのある運勢！

海外にツキが（石川さん・大内さん・米谷さん・山口進さん・吉田さん）

行動力があり、情熱的な寅年生まれの人。これまでスッキリしない気分が続いていたかもしれませ
ん。しかし 2019 年は、勢いのある運勢が到来！ これまで耐えた分、どんどんいいことが起こってく
るでしょう。特に、人気運が上昇。目まぐるしいほどに忙しくなります。恋愛運も好調で、自分からア
プローチしなくても良縁が飛び込んでくるはず。また、海外旅行にツキがあります。
卯年……憧れの人と親しくなることで運が広がる（幕田さん）
異性からの人気も高い、卯年生まれの人。2019 年は、成果の出る 1 年となります。2019 年前半は、
なかなか思い通りにならずに焦ってしまいがち。リラックスする時間を積極的にとって、ストレスを
解消しましょう。後半からは、一気に上昇気流に乗っていきます。特に、人間関係運が吉。憧れの人と
のつながりが、人生を豊かにしてくれる予感です。
辰年……本当にやりたいことを心に決めて（三條さん・橋本国春さん）
個性的で、カリスマ性のある辰年生まれの人。2019 年は、目標を達成できる可能性大！

それと同

時に、誘惑の多い年となりそうです。好きな人がいるのに別の異性からアプローチされたり、仕事でも
魅力的な転職の誘いがあるでしょう。選択肢が多い分、あなたが本当にやりたいことが問われる暗示。
自分の意思をしっかり持てば、満足のいく道を歩んでいけるでしょう。
巳年……過去のトラウマを乗り越えて（石橋さん・佐久間英一さん・宗像さん）
感受性が強く、上品な印象の巳年生まれの人。2019 年は、前へ進もうとする気持ちが強くなるでし
ょう。しかし、足を引っ張ってしまうのは、過去のトラウマ。恋愛運は、過去の恋愛を忘れることがで
きれば、春には良縁が舞い込んでくる予感。仕事では、いくつものハードルがありますが、焦らずに。
1 つ 1 つ乗り越えていくと、結果がついてくるでしょう。
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午年……最高の運気！

大抜擢の予感（福原さん・渡辺利春さん）

自由奔放で、楽観的な午年生まれの人。2019 年は、最高の運気となるでしょう。あなたがこれまで
努力してきたことが評価されたり、思いがけない抜擢もありそうです。広い草原を走る馬のように、あ
なたも 2019 年は思いっきり走っていきましょう。特に、仕事運が好調。やりたいことは、今すぐチャ
レンジ！ ただし、散財には気をつけて。
未年……「思い立ったら即行動」を肝に銘じて（白岩さん・橋本紀子さん）
穏やかに見えて芯の強い、未年生まれの人。2019 年は、幸運があなたのもとに訪れますが、スピー
ドが速いのが特徴です。本来はじっくり考える未年の人ですが、2019 年は思い立ったらすばやく行動
に移して吉！

考えている間にどこかへ行ってしまいます。また、収入の変化もありそう。自己投資を

すると、将来、大きな実りとなって返ってくるでしょう。
申年……人前に立つ機会が増え、人気運が急上昇！（三瓶さん）
好奇心旺盛で目立ちたがりやの申年生まれの人。2019 年は、周囲から頼りにされたり、いつもとは
違うステージに立たされることが増えそうです。人前でスピーチするチャンスなどもあり、人気運が
急上昇します。ただし、浮足立つと足元をすくわれるので注意しましょう。金運は後半からよくなって
いきます。資産運用について考える年となりそう。
酉年……新しいことをすれば、発展の兆し（鈴木敏男さん）
知的で、洞察力のある酉年生まれの人。2019 年はいつもと違うことをすると、発展していくでしょ
う。たとえば、新しい趣味や勉強などをしてみる、職場で話したことのない人と飲みに行ってみる……
など。新しいチャレンジが、新たな運命の扉を開いてくれます。金運は春以降、よくなっていきます。
思いがけない収入があったり、クジ運もいいでしょう。
戌年……不思議な縁を感じる年（影山さん・川又さん・佐久間四郎さん・増子さん・山口晋司さん）
真面目で、親しみやすい戌年生まれの人。2019 年は、再会の年となります。昔、興味があったこと
や、途中で断念したことに再チャレンジする機会が巡ってくるでしょう。また、恋愛運でも、一度は別
れてしまった男性との絆がつながる可能性大。直観力が冴え、不思な縁を感じる年となります。謙虚で
いることが、さらなる運を呼び込むでしょう。
亥年……ソウルメイトとの出会い（富山さん・渡邉宏二さん）
純粋で、理想主義者の亥年生まれの人。2019 年は、精神的にはおだやかに過ごせるでしょう。しか
し、環境はゆっくりとですが変化していきます。あなた自身は一歩ずつ進んできたつもりですが、年の
終わりには違った景色を見ているはず。恋愛においては、ソウルメイトとの出会いが年の後半にある
暗示。一緒にいて、居心地のいい相手がその人です。
イノシシはどんなに強い相手でも、体当たりでぶつかっていきます。亥年の 2019 年は、冒険心を失
わずにチャレンジすることが、いい結果につながる年となるでしょう。
運勢といってもあくまでも自分が迷った時に頼りになるアドバイスですので参考まで・・！
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