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会として､ ３年越し３回目の合同例会を開催することが出来まして､
大変嬉しく思っております｡



奉仕の理想
指揮：神奈川R.C 三神 隆 ソングリーダー





林ガバナー補佐､ 本日はようこそおいで下さいました｡
ご存知の様に神奈川ロータリークラブは前年度末､ 旧神奈川西ロー
タリークラブと合併致しました｡ 神奈川東ロータリークラブの皆様
には大変ご迷惑をお掛けし､ またご心配をお掛け致しましたが､ 神



奈川ロータリークラブは合併して新しく生まれ変わり､ 大変素晴ら


 

て親交を深めつつ､ 一緒に頑張って行きたいと思います｡ どうぞよ



しいクラブに変貌しつつあります｡ これからも一番近いクラブとし
ろしくお願い致します｡
神奈川東ロータリークラブのチャーターメンバーの方々はご存じ
だと思いますが､ 創立時のスポンサークラブである神奈川ロータリー
クラブの当時の会長は私の父､ 久野貞義でございました｡ 当時､ 私
はその神奈川東ロータリークラブへの入会を勧められておりました
が､ まだ年齢的に若かったので入会致しませんでしたがとても印象
に残っております｡
神奈川東ロータリークラブはその後､ スポンサークラブとなって
旧神奈川西ロータリークラブを立ち上げました｡ そしてその旧神奈
川西ロータリークラブは前年度末､ 神奈川ロータリークラブと合併
致し新生､ 神奈川ロータリークラブとなりました｡
考えて見ると､ 神奈川ロータリークラブから出発した奉仕の輪は
神奈川東ロータリークラブを経て旧神奈川西ロータリークラブへと
つながり､ そして合併により又､ 神奈川ロータリークラブに戻り､

本年度､ 神奈川ロータリークラブ会長の久野でございます｡ よろ
しくお願い致します｡
本日は林道廣ガバナー補佐をお迎えして二クラブ合同の賀詞交歓

見事な輪を形成した訳でございます｡ ロータリーはバッジの歯車に
象徴される様に輪が行動理念の一つとされております｡
これからも､ 奉仕の輪､ 親睦の輪､ 友垣の輪､ といった輪を大切

に神奈川二クラブとして頑張って参りましょう｡ よろしくお願い致

貴クラブも今年度､ スリランカ､ カンボジアで国際事業を行う予
定であると伺っておりますが､ 是非､ 情報交換が出来ればと考えて

します｡
それでは最後になりましたが､ 本年度､ 神奈川ロータリークラブ
の副会長､ 会長エレクト､ 幹事､ 副幹事をご紹介させていただきま

おります｡
さて今年度の会長をやらせていただいております私､ 吉田と幹事
の加藤会員は､ 通称 ｢KY｣ であるが故に､ 上半期半年間のプログ

す｡
副会長の鈴木亮二会員です｡ 鈴木副会長が会長になる２年後は我
がクラブは創立50周年を迎えます｡ その節はよろしくお願い致しま

ラムを行うにあたり､ 空気を読めないこともあったかも知れません
が､ 取り敢えず無事にプログラム通り消化することができました｡

す｡ 続きまして会長エレクトの濱田勝会員です｡ そして私を支えて

上半期も今年度の会長テーマである ｢自然体で､ ためになる魅力

くれております幹事の佐藤眞司会員です｡ 最後は濱田会長エレクト

あるロータリー｣ に基づき､ 例会充実を中心にプログラムを行って

を支えております副幹事の野口隆史会員です｡ 以上４名､ よろしく

いきたいと考えております｡

お願い致します｡ ありがとうございました｡

 

最後になりますが､ 本日出席の両クラブの会員の皆様方にとりま
して､ 今年がご発展・ご活躍の素晴らしい年であることを祈念致し
まして､ 簡単ではありますが会長挨拶とさせていただきます｡










新年明けましておめでとうございます｡
合同賀詞交歓会にあたりまして一言ご挨拶申し上げます｡
まず､ はじめに本日合同賀詞交歓会の開催の準備を神奈川ロータ
リークラブの皆様にご負担を掛け､ この様に開催していただきまし



たことをお礼申し上げます｡




さて､ 賀詞交歓会の私共の会員の出席人数は36名でありますが､
これには事情があります｡
実は､ 私共のクラブとマレーシアのボルネオ島のサバー州・コナ
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明けましておめでとうございます｡ 貴クラブの発展､

キタバルにありますユーヤンロータリークラブと友好クラブの締結

会員みなさまの御多幸祈念します｡

を今週25日の金曜日に行うために総勢28名で行きますが､ 第一陣が



本日出発致しました｡

詞交歓会の開催にあたり神奈川クラブの皆様にお世話になりありが

余談でありますが､ コナキタバルは通称 ｢KK｣ とも呼ばれ､ 成
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新年明けましておめでとうございます｡ 本日は合同賀

とうございます｡
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神奈川 R.C の皆さん本年もよろしくお願い致します｡

オラウータンの自然生息地があることでも有名だそうです｡
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新年おめでとうございます｡ 神奈川クラブの皆様本年

このコナキタバルにあるユーヤンロータリークラブの会長が､ 私

１年間も相変わらずよろしくお願いします｡

田から直行便なら５時間半の所要時間の場所に位置しております｡

共のクラブのホームページを見ていただきまして是非友好クラブを
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締結したいという事で昨年来日され､ 話がとんとん拍子に進んだ結

善を果たして帰国して下さい｡

果でございます｡
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これを機会に様々なプログラムがこの先にあると思いますが､ 直

神奈川クラブの皆様､ 新年おめでとうございます｡

次年度幹事を仰せ付かりました｡ 本年同様､ 次年度もよろしくお願

ぐに行うプログラムとして､ インターアクト､ 高校生の交換留学

い致します｡

(ショートスティ) が出来ればと考えております｡
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私共のクラブは既に国際奉仕としてスリランカに幼稚園や井戸の

マレーシア・ルーヤンロータリー訪問の皆様､ 友好親
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①親クラブの皆様明けましておめでとうございます｡

②誕生祝いをありがとうございます｡

建設を行い､ また､ フェリス女学院にお願い致しまして絵本を英訳
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して寄付をする識字率向上事業なども現在行っています｡

@ABC+

?+

神奈川 R.C の皆様本年もよろしくお願い致します｡
明けましておめでとうございます｡ 昨年７月に入会し

ました新人のトモゾエです｡ よろしくお願いします｡
  濱田さん､ いつもお世話になりありがとうございます｡
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今年もよろしくお願いします｡


明けましておめでとうございます｡ 本年もよろしくお

願い致します｡
 古川先生､ 布施さん､ 脇田さん､ 赤堀さん､ 友添さん､
金曜日は大変遅くまでお付き合いいただきありがとうございました｡
さあ今日はどうしましょうか？




合同例会おめでとうございます｡ 今年もよろしくお願

い致します｡
 神奈川クラブの皆様明けましておめでとうございます｡
昨年は大変お世話になりました｡ 本年もよろしくお願い致します｡


合同例会 (賀詞交歓会) 楽しみです｡ 皆様よろしくお

願い致します｡





合同新年会明けましておめでとうございます｡
本年もよろしくお願い致します｡



神奈川クラブの皆様､ 合同例会開催にあたりご尽力下

さりありがとうございます｡ これからもよろしくお願い致します｡
濱田さん今年もお世話になります｡
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神奈川R.C

55名中

47名出席

神奈川東R.C

65名中

35名出席

120名中

82名出席
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伊東英紀会員が自治会長をつとめる子安通３丁目自治会では､ 自治会独自で ｢災害時の避難所｣ を確保するという横浜市内で初めての試
みを決め､ １月 21 日の神奈川新聞朝刊で大きく紹介されました｡









