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桜の中央公園と天覧山
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例会

例会場：ホテル・ヘリテイジ飯能sta.
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山川会長
それでこそロータリー
中里昌平会員

【会長報告】
本日は式典準備の再チェックを行います。
ステージの看板、来賓名札、受付、タスキ、
お土産等、皆さんにはいろんな部門で活躍し
て頂いて、成功裡に収めたい。ご尽力有難う
ございます。そしてまた本日は石井道夫パス
ト会長が喜寿、大野泰規様は入会承認された
という事でございます。
【幹事報告】
・４／１、１１時半～第１１回役員会理事会。
・理事会承認された大野泰規様の入会にご意
見ございましたら３／２５迄に書面の提出
をお願いします。
・飯能高校チアダンス部への寄付に対し丁寧
なお手紙を頂戴。また、
『焼け跡から』の観
劇をする会からも御礼が来ております。
・ＩＭで、老眼鏡、ボールペンの忘れもの。
・６／１５飯能グリーンＣＣでゴルフ例会。
・訃報：
（狭山中央）
片山進様ご令室
◎例会変更のお知らせ
◇新所沢ＲＣ
・４／２８（火）移動例会
・５／５（火） 例会取消（法定休日）
・５／２６（火）振替休会 ２４・２５親睦旅行
・６／１６（火）例会取消（定款６－１－Ｃ）
・６／３０（火）移動例会（４３期最終例会）
◇所沢中央ＲＣ
（土）企業訪問日帰り旅行
・４／２７（月）振替休会 ２５
・５／４（月） 例会取消（法定休日）

・５／１８（月） 振替休会 １５・１６親睦旅行
◇入間ＲＣ
・４／９（木） 移動例会 長徳寺座禅会
（火）入間南合同例会に振替
・４／２３（木）２１
・４／３０（木）例会取止（定款６－１－Ｃ）
・５／１４（木）５５周年夜間例会
・５／２８（木）日帰り美術館巡り
・６／２５（木）最終夜間例会
【委員会報告】
◎会長エレクトセミナー
間邉君
通称
「ＰＥＴＳ」
に参加。いよいよ緊張の日々
を送る事になりそうです。一生懸命務めさせ
て頂きますのでよろしくお願い致します。
◎次年度座談会について
土屋（崇）君
４／２１・２２・２３・２５満寿家１８時半より。委
員会所属に訂正。Ｒ情報委員長：安藤会員、
職業分類委員：吉田（健）会員、米山記念奨学
委員：吉島会員。よろしくお願いします。
◎５０周年記念式典会場設営委員会 大附君
全員登録ですが万一欠席の人は一両日中に
私か坂本、馬場委員にご報告を。プログラムの
印刷が間に合いませんのでご協力ください。
◎雑誌委員会
松下君
『友』３月号。横組表紙
「雪原カーニバル」
（十日町）
は
毎年３月第２土曜に開催。Ｐ７～識字率向上月間特集
「シャープペンシルをフィリピンの児童に」
（吉川ＲＣ）
「
、タ
イに日本の放置自転車を贈呈」
「ラオスの５小学校に
、
机といすを寄付」
（千葉港ＲＣ）
等。縦組Ｐ４「和魂和才
すこやかに生きる漢方の知恵」正しく呼吸し気を取り
入れる。
東洋医学で寿命は１２０才。
ものごとには「陰」
と「陽」があり、
陽のグループ、
陰のグループの人それぞ
れ違う薬がある。肝臓・胆のう
「青」ホウレンソウ・ニラ、
心臓・小腸
「赤」
ニンジン・カボチャ、脾臓・胃
「黄」
大豆、
肺・大腸
「白」
、腎臓・膀胱
「黒」
黒ゴマ等、５色をバランス

良く食べる。気を廻らせる、血流を良くするには、良い
職場環境、ＲＣのような知友の集いといった交流が大
事。ロータリアンは長生きすると思う、との事です。

【出席報告】無断欠席なし

馬場出席委員長

会 員 数
当
日
前々回修正
全 数 対 象 出席数 出席率 出 席 率
ＩＭには、たくさんの出席は得られませんでし
たがご苦労さまでした。暖らんでの懇親会は
１６名。領収書は私が持っています。
【Ｍ
Ｕ】
３／７（地区）
間邉君、新井君
３／１０
（日高）山川君、矢島（巌）
君、中里
（昌）
君
田辺君、細田
（伴）
君、中里
（忠）
君、吉田
（健）
君
中山君、吉澤君、神田
（敬）
君、本橋君
【結婚・誕生日祝】
森親睦活動委員長
◇入会記念日おめでとう
中里
（昌）
君、柏木君、市川
（昭）
君
◇結婚記念日おめでとう
加藤君、松下君、川口君、矢島（高）
君、服部君
杉田君、吉田
（行）
君
◇会員誕生日おめでとう
１大野君、２小川君、
１０橋本君、
１３杉田君
１５雨間君、２４柏木君、２５石井君、
３０前島君
◇夫人誕生日おめでとう
５神田
（敬）
夫人、
６吉島夫人、
１２伊澤夫人
１３吉澤夫人、
１８土屋
（良）
夫人
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・結婚記念日有難うご
ざいます。 加藤君
吉田（行）君、川口君
矢島（高）君、松下君
・９２回目の誕生日です。
橋本君
・誕生日お祝い有難う
ございます。小川君
雨間君、大野君
・中２の娘、飯能市体協
で優秀選手賞の表彰を受けました。 大野君
・妻の誕生日祝い有難うございます。
土屋（良）君、神田（敬）君、吉澤君、伊澤君
・入会記念日
中里（昌）君
・日高ロータリークラブチャリティーコンペで優勝さ
せて頂きました。有難うございました。 中山君
・遅刻
吉田（行）君
本日計５９，
０００円、累計額９３２，
６３６円。
◎２５日例会当番は大崎、齋藤会員です。
【卓

話】

創立５０周年記念式典最終打ち合わせ
５０周年実行委員会

中里昌平 委員長

もう２週間程となり、気忙しい毎日を送っているとこ
ろですが、お蔭様で順調に進んでおります。１年以上
前、坂本会員にお願いして「３月２８日」と「４月４日」を
仮押さえし、講師の都合で「４月４日」に決めました。
結果的に、桜が満開になる時期ではないかという事で
期待しておるところです。今日は当日の流れに沿ってご
説明致します。例会終了後も質問等お受け致します。

集合は会員、
夫人共に１２時
３０分。
（演奏する）
加治中生徒
と一緒にサンドイッチの食事
を済ませた後、準備に入りま
す。大附会場設営委員長にお
願いしています。食後、記念
撮影。会員は土屋（崇）記録委
員長、夫人は細田（吉）委員長
の指示でお願いしたい。
会場中央の壇上、向かって
右に来賓１１名、左に主催者
側の８名。加治中生徒は向かって左側の席で演奏。円
卓１８卓に１
７０名程度、
４０周年並の人数だと思います。
メンバーは制服着用。会員・夫人共にタスキを掛けて
頂くため、事務局でクリーニングをして準備頂いてい
ます。当日配付する袋と記念品。マフラーは会員に２
（伴）記念品委員長の下で袋詰めをお願い
本あて。細田
します。周年事業では初めて、式典当日に「記念誌」
の配付が出来るとの事。袋もそのサイズに決めていま
す。田中氏の著書については、５０周年の記念品のよう
な形で全員購入と決まり、直筆のサインをとの依頼を
受け、
お願い致しました。まもなく着くのではないか。
前もってお渡し出来ればと思います。
来賓は、市の関係９名、ロータリー関係１１名、近隣
ＲＣ会長幹事２１名、日高ＲＣ１８名、韓国・東清州ＲＣ
５名、
その他、
アトラクション関係、
時計塔製作者の西田
氏を含め５名。
計６９名。
会員・夫人、
約１
００名。
合わせて
（武）受付委員
約１
７０名。
「胸花」
大小合わせ３０個を吉田
長の下で準備して頂いております。
ＲＩ会長、大久保市長、
壇上の方々は、田中作次（元）
坂本ガバナー、加藤市議会議長、和田県議会議員、
澤田教育長、福島署長、梅沢、
石川Ｐガバナー、
東清州
ＲＣ会長エレクト、
入間ＲＣ会長
（スポンサークラブ）
で
１１名。クラブからは、山川会長、私、副実行委員長の
石井、矢島（巌）会員、顧問の斎藤、橋本、加藤会員。発
表の関係で新井委員長にもお願いしています。
「田中氏を迎えに来て欲しい」
との話があり、
八潮ＲＣ
との橋渡しを頂いた塩野会員にお願いし、帰りはタク
シーで帰って頂きます。
プログラムは熊谷、川越等、５０周年事業を行った
クラブのものを見て、協議し、今までと違う順序にしま
した。司会は飯能日高テレビの大久保アナウンサー。
（高）
ＳＡＡ。
全体の流れは髙橋幹事。
細かな指示役は矢島
点鐘１４時。
国歌、
ロータリーソング
「奉仕の理想」
斉唱。
伴奏は吹奏楽のフルバンド。
黙祷。
生徒一旦退場。
新井
委員長より記念事業の発表。
目録、
感謝状贈呈等。
永年
在籍会員名は印刷してありますが名前を読み上げそ
の場に立って頂き、
総代の齋藤会員に賞を受けて頂く。
同じように出席皆勤者も立って頂き、
総代の橋本会員
に出て頂きます。職員表彰２名。来賓の東清州の会員
と、壇上にて記念品・お土産の交換を行う。半田委員
長に用意して頂きます。式典は以上で終了。
記念演奏はアンコールを含めて３０分の計画でした
が、生徒には記念講演前に退場して頂くので、トータ
ルで４０分取りました。
講演は１６時１０分から約４０分間。質疑応答の時
間が３０分。石井会員にコーディネーターをお願いし
大木、和泉、髙橋会員の３名に質問をして頂きます。
祝宴のアトラクションはありません。
ＲＩのロゴが変わり、
吉島会員より
「まだどこのクラブ
もやっていないだろうから５０周年を機に例会場のフ
ラッグを新しく出来ないか」
との話があり、
準備をして
います。
何とか間に合わせられればと思っております。
【質疑応答】
● 記念式典と演奏の間に休憩は入れない。
● 和田県議は出席。
● 夫人控室は決まっている。
１２時集合。
遅くとも１２時半までに。
（要確認）
※次週の例会案内は省略。

