
 

 

第 875 回例会 2016 年 1 月 13 日
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⽇時 平成 28 年 1 ⽉ 13 ⽇（⽔） 
点鍾 18:00 

会場 ラ・ヴェリテ(東御市) 
上    ⽥ RC        第 2621 回    
丸    ⼦ RC        第 2561 回    
上 ⽥ 東 RC         第 1791 回  
上 ⽥ ⻄ RC         第 1192 回  
上⽥六⽂銭 RC       第 875 回  
東  御 RC         第 477 回 

プログラム 
司  会       ⼩林 経明君 
開会点鐘       荒川 義富君 
国歌⻫唱・ロータリーソング⻫唱 

 ソングリーダー ⽩⽯みさよ君 

特別出席者 
・上⽥東 RC 名誉会員 

上⽥市⻑ ⺟袋 創⼀様 
・東御 RC 名誉会員 

東御市⻑ 花岡 利夫様 
・パストガバナー   島⽥甲⼦雄様 
・東信第⼀グループガバナー補佐 
           品⽥ 宗久様 
・    〃   ガバナー補佐幹事 

          ⿊澤  弘様

・     〃   ガバナー補佐副幹事 
           新津 達栄様 
・東信第⼆グループガバナー補佐 
           東⽅ 良夫様 
・次年度東信第⼆グループガバナー補佐
           関  啓治様 
・    〃   ガバナー補佐幹事 
           滝沢 秀⼀様 
・受⼊交換学⽣ Sofia SPEROTTO さん
・⽶⼭奨学⽣    呂   岩さん 
          ⾦ ソク柱さん 
・上⽥ローターアクトクラブ 
  会⻑      ⼩宮⼭純⼀さん 
  幹事      村松  匠さん 
・事務局 
  上⽥ RC      宮沢由美⼦さん 
  丸⼦ RC       久保⼭礼⼦さん 
  上⽥東 RC     中村恵美⼦さん 
  上⽥⻄ RC     中⼭ ⾹苗さん 
  上⽥六⽂銭 RC  堀内美穂⼦さん 

東御 RC       吉池美佐⼦さん 

定時受付 1 ⽉ 12 ⽇(⽕) 
 上⽥ RC ⽥邉廣太郎君 ⾦⼦ 良夫君
     ⼟屋 陽⼀君 窪⽥ 秀徳君 
     船⼾ 導洋君 菅沼 性⼀君 
     増⽥ 幸⼀君 ⼩⼭ 秀典君 
     中村 義介君  
 上⽥東 RC       倉沢 和成君
上⽥⻄ RC       森  芳樹君
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荒川 義富君 
皆さんあけましておめでとうございます。

会⻑として２度⽬の春を迎えてしまいまし
た。皆様におかれましては穏やかな新年を
お迎えした事と存じます。今年は⺟袋上⽥
市⻑はじめ東信第⼆グループ、⻑野県⺠待
望の真⽥丸イヤーが開幕いたしました。先
⽇放映された第１回のスタートも⼤変順調
に無事船出をいたしました。これからが⼤
変楽しみです。 

年初より世界同時株安で冷や⽔を掛けら
れ６営業⽇連続の株安です。今⽇は⼀旦⻭
⽌めがかかったようですが不安定な動きで
す。アラブ諸国とイランの国交断絶、北朝鮮
の核実験、昨⽇はイスタンブールで爆破事
件と波乱の年明けとなりましたが、我々ロ
ータリアンは世界平和を願い、社会に対す
る視点を持ち、職業の⽣業をもって社会や
地域に貢献する姿勢こそが⼤切です。今年
１年が穏やかで平和な１年と成る様に「安
⼼して下さい。⼤丈夫ですよ」と願うばかり
です。 

昨年もお祝い申し上げましたが、新春恒
例の箱根駅伝は、島⽥パストガバナーの⺟
校の⻘⼭学院⼤学が圧勝し２連覇おめでと
うございます。残念ながら我が⺟校は申年
の今年シード権から滑り落ちましたが、捲
⼟重来を期したいと思います。 

年が開けますとロータリーは後半戦のス
タートです。２０１５〜１６年度「世界への
プレゼントになろう」を実現する為に、⼼豊
かな奉仕の歩みを着実に進めて頂きたいと
思います。 

ロータリー道は、私の尊敬する⾼倉健さ
んの「往く道は精進にして、忍びて終わり悔
いなし」です 

最後に、本⽇ここにお集まりいただきま
した皆様の、今年１年のご活躍とご健勝ご
多幸を祈念いたしまして、新春合同例会の
挨拶とさせて頂きます。ありがとうござい
ました。 
 
東信第２グループ 

ガバナー補佐挨拶 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東⽅ 良夫さま 
皆さん、新年明けましておめでとうござ

います。昨年中は各クラブ会⻑、幹事、⼜会
員の皆さん、そして何と云っても事務局の
⽅々⼤変お世話になりました。今年のお正
⽉はいつになく春を思わせる暖かさで、皆
さんには良きお正⽉を過ごされたことと思
いますが、お仕事、ロータリー活動はすでに
始まっています。どうぞ本年もよろしくお
願いいたします。 

国際ロータリー第 2600 地区には望⽉ガ
バナーを中⼼にして、９つのグループ、9 ⼈
のガバナー補佐が活動されているわけです
が、当然⾃分の所属するグループに愛着を
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持ち、⾃慢のグループであるようですが、こ
の東信第⼆グループにも誇れるいくつかの
⾏事や活動があります。 

その⼀つが東信第２グループ会員名簿で
あります。この名簿には知らなかった他ク
ラブの会員、あーあの⼈もロータリー会員
なんだ、と知ることでロータリアンとして
の⾃覚と責任を持つことが出来るのではな
いでしょうか。 
 また⼀つは、6 クラブ合同のゴルフコン
ペであります。ゴルフをする⽅ならおわか
りと思いますが、当然コンペ、いわゆる競技
会があって、初めて本当の楽しさを知るこ
とができ、合同コンペを開催する事により
いっそう親睦が深まるのではないでしょう
か。 

そして何と云っても誇れる⼀つがこの今
夜の 6 クラブ新春合同新年会であります。 

他のグループのガバナー補佐とは⼀昨年
より、勉強会、研修会、時には酒席を共にし
て、⼤変親しくお付き合いさせて頂いてお
りますが、この合同新年会は素晴らしい⾏
事だ、我々も是⾮このような⾏事を取り⼊
れていきたい、と⼤変興味をお持ちになら
れています。 

そこで今回、来⽉ 2 ⽉ 14 ⽇に開催され
る合同ＩＭのホストクラブ、東信第⼀グル
ープ、品⽥ガバナー補佐、南佐久ロータリー
クラブの⽅々に東信第⼆の新年会を楽しん
で頂きたく、ご列席を頂きました。⼤変あり
がとうございます。 

さて、このように、東信第⼆グループには、
誇れる⾏事や活動がたくさんあります。改
めて先輩ロータリアンの皆様に感謝しつつ、
今夜の合同新年会を契機に、ご列席の皆さ
んひとりひとりの記憶に残り、次の⾏動の
弾みとなることを願いまして、挨拶とさせ
ていただきます。ありがとうございました。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

⿅志村恭彦君 

ベース ⽋席 メイク 出 席 率
本 ⽇ 23 7 － 69.57％
前々回 23 3 1 91.30％

⼭崎芳雄君 本年もよろしくお願いいたし
ます。 

⻄澤尚夫君 本年もよろしくお願いいたし
ます。 

宮原宏⼀君 あけましておめでとうござい
ます。本年もどうぞよろしく。 

横沢 正君 あけましておめでとうござい
ます。 

中沢利樹男君 今年もよろしくお願いいた
します。 

飯島 俊勝君 笠原 ⼀洋君
柄澤  堯君 ⿅志村恭彦君
松澤 ⼀志君 ⽔野 泰雄君
中澤 信敏君 ⻄澤 ⽂登君
⽣川 秀樹君 杉⼭  裕君
⼭⽥  豊君  
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