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第 41 回 さくらフェスティバルに参加
4 月 7 日（土）・8 日（日）  谷保第３公園
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日　　時：平成 30 年４月４日（水）　
会　　場：例会場　　
司　　会 : ＳＡＡ    　　　　　 　　　　　　 平川委員
開会点鐘　　　　 　　　　   　 　　　 小澤 ( 谷 ) 会長
斉　　唱：国歌「君が代」　
　　　　　ロータリーソング「我等の生業」
　　　　　「四つのテスト」
お客様の紹介　　　　　　　　　  　　 小澤 ( 谷 ) 会長
内山　肇様　東京国立白うめ RC 会長
三田　友一様　　〃 創立 25 周年記念例会実行委員長
ご挨拶　　　三田友一創立 25 周年記念例会実行委員長

　平成 5 年 11 月 1 日に東京国立 RC をスポンサーと
して誕生し、お陰様で創立 25 周年を迎える運びとなり
ました。これも一重に皆様のご支援と友情の賜と深く感
謝申し上げます。この意義ある年にささやかながら記念
例会を催し感謝の意を表したいと思います。ご多用中の
所とは存じますが、何卒皆様方のご出席を賜りたくご案
内申し上げます。
　5 月 14 日立川グランドホテルで開催、卓話はスーダ
ンのアブリンさん・オリンピック柔道の谷本さんです。
最近、国立 RC にいらした佐藤康胤さんの自伝を目にし
て、国立 RC の立ち上げから、今日に至ったことを思い
感激しました。
　皆さんに楽しんでいただけるよう、準備をしておりま
す。どうぞよろしくお願いいたします。
会長挨拶 　　 　　　　　　　    　　　小澤 ( 谷 ) 会長
　きょうは、お食事の配膳の中に可愛らしいメイドさん
がおられました。店長さんのお嬢さんで渡辺さなちゃん
2 年生だそうで、会が明るくなり楽しい感じがしました。
　4 月に入り、さくらフェスティバルが行われます。例
年通どおりバルーンで子供たちを安全に楽しく遊ばせる
企画ですが、お天気のいいことをお祈りしたいですが、

桜は散ってしまっています。園では入園式の時に八重桜
の下で写真を撮るのが恒例になっていましたが、今年は
10 日には八重桜も無いんではないかと思っています。
昨年から異常気象で夏から秋を飛び越して冬になって、
春がない状態で夏になっていく感じがいたします。今日
は 25 度を超えて夏の気候になっており、四季の美しい
日本の国としては、最近寂しさを感じます。
　そんな中でも、今度のさくらフェスティバルを盛り上
げて大成功に終わりますように、多数の会員の皆さんに
ご出席をいただきたいと思います。
幹事報告      　　 　　 　  　    　　　　　　寺澤幹事
●次週 4 月 11 日はさくらフェスティバルの振替休会で
す。
●東京愛宕 RC　5 周年記念式典のご案内
　日時　5 月 15 日（火）18 時
　場所　東京アメリカンクラブ
　登録　4/13 までに事務局へ申込ください
　＊掲示板に案内があります
クラブフォーラム  
理事会報告　
●台湾東部地震義捐金について
　地区より 2/6 発生した地震の義援金の案内がありま
した。地区で取り纏めて送金いたします。当クラブから
は国際奉仕の積立金の中から 5 万円を支出いたします。
● SAA 委員会よりクールビズについて
　5 月 1 日からクールビズを実施します。ノーネクタ
イ可・上着もなしですが、襟付きのシャツを着用、T シャ
ツ・作業ズボン・G パン等での参加はお控えいただきた
い。クールビズの期間（終了時）は、来年度で再検討し
ていただきます。
●社会福祉協議会チャリティコンサートについて
　今年度も、当クラブでは後援をして、チケットを 10
枚購入します。チケットは先着順でお配りします。
●最終家族例会の日程について
　6 月 20 日（水）に夜間例会で行います。詳細は近く
なりましたらお知らせいたします。
●東京国立白うめ RC 創立 25 周年記念例会について
　5/14（月）16 時点鐘です。当クラブでは 16 日の例
会振替で参加いたします。親クラブですから、全員登
録を目標にして、子クラブの 25 周年をお祝いしたいと
思っています。登録料は 15,000 円ですが、例会の振
替ですのでクラブから2千円の補助をいたします。また、
クラブからのお祝い金として 5 万円を支出いたします。
●今年度・次年度の委員長さんの引継会を行います。4

第 2359 回例会報告
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▲ 4 月誕生日の津戸会員（左）と山口会員

月 18 日（水）18 時から。今年度の理事も出席をお願
いします。詳細は決まり次第、連絡いたします。
■創立 50 周年記念事業委員会の開催　　　吉野委員長
18 日の例会後に委員会を開催します。
■メイクアップについて　　　　　　　吉野情報委員長
　今月のロータリーの友誌にメイクアップについて詳し
く説明されています。お読みください。是非、出席率を
上げていただきたいと思います。
今月の各種お祝い　　　　　　　　長嶋親睦活動委員長
入会記念月
秋廣道郎会員（在籍 20 年）
会員誕生月
津戸　最会員（9 日） 
山口康雄会員（8 日）
夫人誕生月
木島常明会員夫人・和子様
秋山治一会員夫人・登美子様
ニコニコＢＯＸ 　　  　　　　　　   山岡親睦活動委員
●東京国立白うめ RC25 周年実行委員会　5/14 の 25
周年記念例会のご案内にまいりました。国立 RC の会員
の皆様のご来会心よりお待ちしております。
●小澤谷守会長　白うめ RC 内山会長・三田 25 周年記
念例会実行委員長のご来会歓迎いたします。25 周年お
めでとうございます。
●寺澤幹事　桜も緑がめだつ様になりました。新入社員
も入り心新たに頑張りたいと思います。内山会長・三田
実行委員長、本日は良くいらっしゃいました。25 周年
記念例会楽しみにしております。

●津戸会員　今月は私の 85 歳の誕生月です。これで冥
途の旅の一里塚まで来た訳で嬉しくもあり悔しくもある
のが現在の心境です。白梅 RC25 周年おめでとうござ
います。是非出席させていただきます。
●山口会員　欠席が続きました。今月は私の誕生月と結
婚月です。
●木島会員　妻の誕生祝いありがとうございました。私
の点数稼ぎにもなります。感謝！
●喜連元昭会員　白うめロータリークラブ内山会長、三
田実行委員長のご来会歓迎致します。25 周年記念例会
への参加を楽しみにしております。
●北島正典会員　私事でございますが、娘が薬剤師にな
ることができました。6 年間の努力を誇りに思っており
ます。ニコニコいたします。
☀ニコニコ BOX  合計 41,000 円　累計 1,346,000 円　
出席報告　　　　 　　 　　　遠藤 ( 久 ) 出席奨励委員
　４月４日　在籍 49 名中　出席 36 名  
 　前々回 (3 月 21 日 )　祝日休会
閉会点鐘 　　　   　 　 　　 　　　　 小澤 ( 谷 ) 会長

さくらフェスティバル
第41回

■サクラフェスティバルを終えて
　ソメイヨシノは終わってしまいましたが、八重桜が今
を盛りと咲き誇る 4 月 7 日・8 日、本年も盛大にサク
ラフェスティバルが開催され、当会も恒例のジャンボバ
ルーンを出品し 2 日間に亘り多くの子供たちの笑顔を
頂戴することが出来ました。また、今年も 7 日は２３
名、８日は３６名の会員の皆様にお手伝いを賜り、ロー
タリークラブの本旨である奉仕活動に汗を流して頂きま
した事に御礼申し上げます。　　　文・青木会報委員長

第 2360 回の例会に振替
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▲会場の第３公園は八重桜や枝垂れ桜が満開だった

▲会場のステージでは…

▲ガールスカウトの皆さんがお抹茶をご接待

さくらフェステイバル

▲バルーンの中で飛び跳ねて歓声をあげる子どもたち

▲ 8 日 11 時に移動例会を開催。点鐘する小澤（谷）会長

▲「後片付け」が終わったのが３時 45 分。ご苦労さまでした

▲バルーンの前には終日親子連れの長い列ができていた

▲風が強く砂埃がタイヘン

■バルーンの収納

◀ジャンボバルーンに
空気を入れているモー
ターの電源を切るとバ
ルーンは急に萎んでき
た。

▶︎しかしある程度萎ん
できたら後はなかなか
空気が出ない。みんな
で登ってもダメだった。

◀ところが、バルーン
の何カ所かに排出口が
あるのを発見！
そこを開けるとみるみ
る萎んでいった。

▶︎大きなバルーンも畳
半分ぐらいに折りたた
めた。あとは縄で縛っ
て軽トラへ…
作業が終わってから記
念撮影→


