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［第 3 グループ内の例会日］

狭山(金)、新狭山(月)、入間(木)、入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火)
所沢(火)、新所沢(月)、所沢西(水)、所沢東(木)、所沢中央(月)

第 1024 回(1 月 20 日)例会の記録
点 鐘
合 唱
第２副ＳＡＡ
※出席報告
会員数
39 名

稲見 淳会長
四つのテスト
寳積君 石川君

出席者数
26 名

副会長の時間

出席率
88.46％

前回修正
76.26％
坂本副会長

「正月行事の由来と過ごし方」
皆さん今日は会長の時間を
代行させて頂きます。
去年の暮れに、小学６年生の
男の孫から、
「おじいちゃん１
月はどうして正月というの」
また「お年玉をもらえるから
正月というの」という質問が
ありまして、正直どのように
答えていいのか分かりませんでしたので、正月の
由来について調べてみましたので、今日は、皆様
はすでに全てご存知でしょうが、正月の由来につ
いてお話しさせて頂きたいと思います。
そもそも、お正月とは何でしょう、本来「正月」
は１月の別称ですが、昔から、元旦には「年神様(と
しがみさま）
」という新年の神様が、1 年の幸福を
もたらすために各家庭に降臨するとされています。
年神様は田の神、山の神でもあるため、子孫繁栄
や五穀豊穣に深く関わり、人々に健康や幸福を授
けるとされていて、「正月様」「歳徳神（としとく
じん）」ともいいます。その年神様を迎え入れてお
祝いし、たくさんの幸せを授けてもらうために、
様々な正月行事や風習が生まれました。時代が変
わっても、正月行事や風習は受け継がれています
が、それぞれに深い意味が込められています。
【大掃除】
年神様をお迎えする前に、神棚や仏壇、家屋を
清めます。1 年間にたまったほこりを払い、隅
から隅まできれいにすると、年神様がたくさん
のご利益を授けてくださるそうで、12 月 13 日

に江戸城で行っていた「すす払い」に由来しま
す。すす払いから正月準備が始まるので、12 月
13 日を「正月事始め」といいます。
【門松】
年神様が迷わずやってくるための目印であり、
年神様がいらっしゃる印として、玄関前に飾り
ます。古くから松は神の宿る木とされており、
雄松と雌松を左右一対に並べました。さらに、
縁起物の竹や梅が添えられるようになり、現在
に至ります。門松を飾っておく期間＝年神様が
いらっしゃる期間となるので、これを「松の内」
（一般的には 1 月 7 日まで）といい、年始の挨
拶や年賀状のやりとり、初詣をするのも松の内
とされているわけです
【注連縄（しめなわ）／注連飾り】
注連縄（しめなわ）には、神様をまつるのにふ
さわしい神聖な場所であることを示す意味があ
ります。しめ縄が神の領域と現世を隔てる結界
となり、その中に不浄なものが入らないように
する役目も果たします。
【鏡餅】
年神様へのお供えものであり、依り所。元旦に
固い餅を食べる「歯固め」という儀式に由来し
ます。鏡餅という名は、神様が宿るところとし
て神事に用いられる円形の鏡からきており、丸
餅は魂も表しています。また、大小 2 段で太陽
と月、陽と陰を表しており、円満に年を重ねる
という意も込められています。
【年越し蕎麦】
細く長く長寿であるよう願い、大晦日に食べま
す。江戸の町人の間で慌ただしい月末に、手っ
取り早く食べられるそばを好んだ「晦日そば」
という風習が、大晦日にだけ残ったもので、日
本各地で細く長く長生きできる「寿命そば」、
運がよくなる「運気そば」、金運上昇の「福そ
ば」、苦労ごとと縁が切れる「縁切りそば」と
いった呼び名やいわれがついて親しまれるよう
になりました。
【除夜の鐘】
大晦日は、年神様を寝ずに待つ日とされていま

した。その前にお祓いをするために、寺院では
深夜零時をまたいで 108 回鐘を打ち、108 つあ
るという人間の煩悩を祓います
【初日の出】
年神様は日の出とともにやってくるという説も
あり、見晴らしのいい場所へ出掛けて、その年
最初の日の出を拝むようになりました。とくに
山頂で迎える日の出を「御来光」といいます
【雑煮】
年神様に供えた餅を下ろして頂くための料理で、
食べることでご利益を頂戴します。もともとは、
酒宴の前に食べて胃を安定させるための前菜料
理で、五臓六腑を保護するため「保臓（ほうぞ
う）」と呼ばれていたという説もあります。やが
て、お餅を入れて雑多なものを煮込む「雑煮」
となり、各地の特色がでるようになりました。
【お年玉】
年神様の魂が宿った餅玉を家長が家族に分け与
えたのが始まりで、「御年魂」「御年玉」と呼ば
れるようになりました。
【初詣】
年の初めにお参りすると、新年の幸福が増すと
されています。本来は、自分たちが住んでいる
地域の氏神を祀っている神社にお参りしていま
したが、やがて、その年の年神様のいる方角「恵
方」にあたる社寺にお参りする「恵方参り」を
したり、有名な社寺にお参りするようになりま
した。
【七草粥】
1 月 7 日に七草粥を食べると、1 年間病気になら
ないと言われています。本来は「人日の節句」
という五節句のひとつですが、正月のご馳走で
疲れた胃腸をいたわる効果もあります。一般的
に、七草粥の七草は「春の七草」をさします。
●芹（せり） ……水辺の山菜で香りがよく、食欲
が増進。
●薺（なずな） ……別称はペンペン草。江戸時代
にはポピュラーな食材でした。
●御形（ごぎょう） ……別称は母子草で、草餅の
元祖。風邪予防や解熱に効果がある。
●?縷（はこべら） ……目によいビタミンＡが豊
富で、腹痛の薬にもなった。
●仏の座（ほとけのざ） ……別称はタビラコ。タ
ンポポに似ていて、食物繊維が豊富。
●菘（すずな） ……蕪（かぶ）のこと。ビタミン
が豊富。
●蘿蔔（すずしろ） ……大根（だいこん）のこと。
消化を助け、風邪の予防にもなる。
【鏡開き】
鏡餅を食べることでその力を年神様に授けても
らい、無病息災を祈ります。また、鏡餅を開く
ことで年神様をお送りし、お正月に一区切りつ
ける意味もあります。本来は 1 月 20 日でしたが、
徳川家光の月命日と重なるため、仕事始めと同
じ 11 日に変更されました

【小正月】
1 月 15 日に小豆粥を食べて無病息災を祈ったり、
柳の木に紅白のお餅をつけた餅花（まゆ玉とも
いう）を飾って豊作を祈願します。その昔この
日を正月としていた名残で、元日を「大正月」、
1 月 15 日を「小正月」と呼ぶようになりました。
元服（現在の成人式）が行われたのもこの日で
す。大正月が年神様をお迎えする行事なのに対
し、小正月は豊作祈願や家庭的な行事が多いの
が特徴で、松の内に多忙をきわめた女性をねぎ
らう休息日として「女正月」とも呼ばれていま
す。このように年神様を見送って正月行事も無
事終了となるので、1 月 15 日を「正月事じまい」
といい、15 日までを「松の内」とする地方もあ
ります。
このように、一連の由来を知っておくと、心
豊かに過ごせそうです。

幹事報告

江原幹事

1. 国際ロータリー細則第 13 条による公表
2015 年 1 月 14 日、指名委員会から 2016-2017
年度ガバナー候補者の指名、及び受諾と所属ク
ラブの推薦を得たことの報告が来ております。
氏名 井埜利博（いの としひろ）様
職業分類 小児科医 熊谷ロータリークラブ
2. 地区より「高校生社会体験活動」のご協力の
お礼が来ています。
3. ＲＩより入退会者の報告期限と特別月間の変
更についてのお知らせが来ています。
4. 2015-2016 年度、地区役員・委員の委嘱につい
てのお願いが来ております。クラブより５名。
5.日本のロータリー100 周年を記念して「2020
年新世紀ビジョン」のご提案以来が来ています。
6.ブライダル委員会よりブライダルパーティー
登録者推薦のお願いが来ております。
7.ＲＬＩ研究会、ＤＬ要請講座開催のご案内が来
ております。 受講対象者 RLI パート１・２・
３を終了者 沼崎正徳ガバナー補佐
8.例会変更 所沢 RC 新所沢 RC 入間 RC
9.受贈会報 飯能 RC 入間 RC 所沢西 RC
10,回覧物 ハイライト )(178 米山学友会ニュ
ース(187) 尚寿会広報誌( 第 95 号)
バギオだより 難民を助ける会 AAR ニュ
ース 12 月号 コーディネーターニュース
2015 年 2 月号

《)会員 3 分間スピーチ)》) ) 守屋昭夫会員)
『国を思うことを忘れた日本
人へ』
「新しい歴史教科書をつくる
会」に「史」
（ふみ）という機
関誌がある。
少し時がさかのぼ
るが、平成 25 年 1 月号に「国

を思うことを忘れた日本人へ」と題する有本香氏
の随想が載っており、ソフトな語りの中に鮮烈な
主張があって印象に残っていた。このたび 3 分間
スピーチの機会を与えられたので、皆様に聞いて
頂きたいと思う。
ウィグル人、チベット人といった中国共産党に
国を奪われた人たちについて取材している。先週
も、
「世界ウィグル会議」の本部のあるドイツミュ
ンヘンを訪れたところだ。実に幸運なことに、私
たち日本人は「国がない」とはどういうことか実
感することはない。日本のパスポートを持ってい
れば、世界中ほとんどの国へ無条件で入ることが
でき、
「日本人だ」といえば多くの国で敬意を払っ
て遇される。あまりにも恵まれた状況ゆえ、多く
の者がそれに思いを致すこともなく、またその恵
みが、自身の力ではなく、先人の尽力によりもた
らされていることに気づいてすらいない。一方、
政治亡命者として異国に暮らすウィグル人らから
は、感銘を受ける場面が数々あった。しかも、苦
境にある彼らが日本へ寄せる「思い」には驚かさ
れた。
5 年前に国を脱してフランスに亡命し、今はパ
リから 100 キロのところで一人暮らしをしている
初老のウィグル男性。彼は 3 年前のウルムチ事件
で、2 人の息子を中国当局に殺された人だが、私
に会うと自身のことより先に、昨年の東日本大震
災の話を始めた。「日本も大変だったね」と。
この人はテレビで津波の報道を見た数日後、自
宅からパリの日本大使館へ向かった。被災地に寄
付をするためだ。対応した日本大使館員は「あな
たは難民の身の上なのに、ここまでわざわざ寄付
に来てくださったのですか」と驚いたという。私
（有村氏）がそのお礼を言うと、彼は言った。
「私
の息子たちは当局に殺されたが、それは自分の意
志で民族のために抵抗した挙句の死。だからいい
んだ。しかし津波で家族を喪った日本人はそうじ
ゃない。まったくの不慮の死。こんな気の毒なこ
とはない。」日本人はこの言葉を聞いて何を思う
か？それ程までに日本を思ってくれてありがたい
とは誰もが思うだろう。しかし「自らの意志で民
族のため闘った息子たちの死は無念ではない」と
いう彼の言葉の意味を、一体どれほどの現代日本
人が共有できるだろうか。世界一恵まれた国の民
たる私たちは、最も肝心なものを喪っているので
はないか。あらためてそう思わされた旅だった。
私（守屋）はこの文章を 2 年前に読んだ。そし
て有本氏と同じように感銘を受けた。その後、ま
た折にふれてこの一文を読んだ。何人かの私の周
りの近しい人に話しもした。そして人にこの話を
した時に限って、そしてこのウィグル人が彼の息
子たちの死を語る場面にくると、きまって目頭が
熱くなり声がつまった。読み聞かすときは活字が
かすんで見えなくなる。私が年老いて感情失禁に
なったことは確かだが、それだけでもないと思う。
ウィグルやチベット、またウクライナ、イスラ

ム国等々の例を引き合いに出すまでもなく、この
頃は世界のあちこちで、そして我が国の周辺もか
なりきな臭くなってきている。この難局をいかに
して突破していったらいいのか、日本の経済、武
力、外交など、今後政治家に大きな期待をするこ
とは勿論であるが、我々国民もしかるべき覚悟が
必要ではないかと思う。

委員会報告
Ｒ情報・雑誌) ) ) ) ) ) ) ) ) 片山副委員長)
≪12 月号≫
【横書】
表紙：
「夢のかなたへ」という題がついておりま
すが、イルミネーションのコンテストの際に撮ら
れた写真だということです。詳しいことは p.51 に
書かれておりますので、一通り目を通して下さい。
６頁：毎回なのですが、ロータリーの目的や 4
つのテストが載っております。先日坂本会員、宮
岡パスト会長がこの 4 つのテストについてスピー
チをしたことを皆さん覚えていると思うのですが、
毎月載るということは皆さんに是非頭に入れて欲
しいということだと思いますので、最低でも一度
は読んで頂きたいと思います。
１２頁：
「二人で歩むロータリーの道」というこ
とで、夫婦でロータリアンになっている方の話が
載っております。一通り読むと参考になると思い
ますので、目を通してみて下さい。
４２頁：
「小さくなったクラブの規模」には、10
人以下のクラブが 79、11~20 人のクラブが 386、
ということで 20 人以下のクラブが 20.5%だと書
かれております。我がクラブは皆さんの努力によ
ってある程度の人員を確保して頂いておりますが、
同じ狭山市内のクラブには 10 人未満のクラブも
あると思いますので、会員募集に常に努力して頂
ければ 10 人以下ということにはならずに済むの
ではないかと思います。
【縦書】
４頁：
「海外見聞録」は、当別町町長が投稿した
ものです。白人対白人の覇権争いがもたらしたア
パルトヘイトということで、長いのですが読むだ
けの価値があると思いますので、皆さん読んでみ
て下さい。
１８頁：
「卓話の泉」一番下に「血管力」という
項目がありますが、心臓も血管の一部ということ
を私はこれで初めて知りました。良いことが書い
てありますので、一通り目を通してみて下さい。
２９頁：
「クラブ初の女性会員誕生 魅力と奉仕
の勢い増す」とあります。群馬の桐生 RC で、一
度に 5 人の女性が入会したと書かれております。
是非皆さん読んでみて下さい。
表紙：
「瀬戸の夜明け」
（広島県）ということで、
写真が出ております。皆さんも見てみて下さい。

≪1 月号≫
【横書】
表紙：静岡県の久能山、そして後ろに見えるの
は富士山ではないかと思います。
６頁：ロータリーの目的と 4 つのテストが載っ
ております。毎月載っておりますので是非一通り
読んで下さい。
【縦書】
１８頁：
「卓話の泉」には「月の神秘」というこ
とで、月がどのようにできたのかということが詳
しく書かれております。皆さん是非子供たちに聞
かれた時には答えられるように読んでおいて下さ
い。
３２頁：一番下の部分、長野県の上田 RC の「わ
がクラブの同好会」というところに、7 つの同好
会があるということで、①日本酒・釣りを楽しむ
会、釣り魚グルメの会、②川柳の集い、③ワイン
を楽しむ会、④カラオケ同好会、⑤囲碁同好会、
⑥そばを食べる会、⑦旅行研究会、そのうちの多
くは 10 年以上続いているとのことです。我がクラ
ブも、これは親睦の担当だと思うのですが、宴会、
夜間例会等、この中のおもしろそうなものを一つ
位作ったらどうかと思います。これから新しい会
長ができましたら、是非ともお願い致します。

・・・・クラブ協議会・・・・
【IM について】

沼崎ガバナー補佐

IM のことについて少々お
話させて頂きます。
古い人には耳が痛くなる
くらいお聞きになっている
と思いますが、新しい人に少
し説明させて頂きますと、
IM とは Intercity Meeting
という英語からきています。
これは日本の手続要覧では、私としては訳が下手
だと思っておりますが、都市連合会という名前に
なっております。ですから近隣の町のクラブ同士
で一緒になり、ミーティングをしようといった意
味です。もう少し気楽ないい方ですと、合同例会
だと思って頂ければ良いと思います。
今回、私がガバナー補佐になったために、私た
ちのクラブがホストクラブとして開催をすること
になります。3/14（土）午後 1 時〜だいたい午後
5 時までの間になる予定ですが、この東武会館で
行うように実行委員会の方々が働いて下さってお
ります。大変ありがたいことなのですが、これか
ら先、栗原実行委員長さんから色々な方々に役の
振り分けがございますので、是非ご理解の上ご協
力をお願い致します。
実は昨年は色々な事情からこの IM は行われま
せんでした。そのため今年私が IM を行うと言い

ましたら、第 3 グループには 12 クラブあるのです
が、その中の 5〜6 クラブから何故そんなことを行
うのだ、何故そんなことにお金をかけるのだと大
反対の声が起こりました。そんなわけで私は凄い
勢いで苛められたのであります。しかし私は先ほ
ど申し上げましたように、地域の皆が親睦を深め
て協力し合うこと、それを目的とする第一歩とし
て IM というものを取り上げたい、このような気
持ちから色々な形で説得をすることになりました。
すると驚いたことに、私は今まで IM には出たこ
とがない、一人当たり 1,000 円ならやってもいい
等ととんでもないことを言う会長が他のクラブに
おり、私は驚き狼狽えてしまいました。このよう
な人達にもなんとかして私の意志を通じようと思
い、3,000 円ということで何とか行うことになり
ました。
その前段を少しお話させて頂きますと、お金を
掛けないやり方というものがあります。それは会
場費だけで、あとは全て自分達で行うことです。
最初に私がやって頂こうと思い、色々な会長さん
方に言ったことは、あなた方が主役として行うの
だということ、そしてあなた方が自分の思いを皆
の前で一人 10 分発表するのだということです。12
クラブありますので、120 分、2 時間かかります。
その次に皆の前で U の字に並んで頂き、そこで
RLI 方式によるディスカッションを行います。中
身と致しましては、如何にしたらロータリーの活
性化を図るか、如何にしたら増強が図れるか、こ
の 2 点についてです。ディスカッションリーダー
は第 3 グループのディスカッションリーダーであ
る新所沢のメンバーの磯田さん、この方に担当し
て頂く、そう言い放ちました。するとディスカッ
ションリーダーから質問された時に答えられない
会長というのは、注目の元で大恥をかきます。そ
して皆の前で話をするときに、とんでもない話を
する会長がいたら、それもみっともない限りです。
そのようなことがだんだんと分ってきたために、
私が言っている恐ろしさというものが身に染みて
わかってきて、そんなに難しいことを言わずにも
う少し気楽にやろうということになり、私と致し
ましても、ロータリーそのものは勉強の場だ等と
色々言いますが、もっと軽い気持ちでの社交の場
だと考えておりまして、ロータリーは楽しくなけ
ればとこのようなことからもっと気楽な会にする
ことができるようになりました。そして私たちの
クラブの色々な方からのご協力を得て、皆さんご
存知の元西武ライオンズ、
・石毛宏典選手にお話を
して頂くことになりました。
彼は野球を通じて次の代の若者を育てるために、
非常に苦労している方です。私たちもロータリー
の次の世代を育てるために苦労をしております。
そのような共通項から彼が話をして下さいますの
で、大変面白い会になるのではないかと思います。
実は石毛さんには前段があります。今から 5 年ほ
ど間に私が会長をさせて頂いていた時、彼の講演

を聞きました。ちょうどその頃飛ぶ鳥を落とす勢
いであった松坂大輔選手、大リーグの選手だった
のですが、
「あいつはあんな態度でボールを投げて
いたら長続きはしない。今は若いからなんとか誤
魔化しているが、あれはだめだ。松井だって似た
ようなものだ。」と言っており、このようにこき下
ろす人がいるのだと非常に驚きました。そうした
らあっという間に二人ともアメリカでクビになり、
やっぱり彼の言うことは凄いと思いました。たぶ
んこれは希望ですが、今をときめく田中投手、あ
の人に対しても何か言うのではないかと楽しみに
しております。
これから先 IM に関して、皆さんに本当に力を
出して頂くので、恐縮なのですが、なんとか頑張
ってこの IM を成功させたいと思っておりますの
で、是非宜しくお願い致します。
★栗原(成)実行委員長
別刷りに「狭山中央ロータ
リークラブ IM に関するクラ
ブ協議会資料」、カラー刷りの
プラグラムが渡っているかと
思います。
まず会場の件についてご説
明致します。当初市民会館で
IM を実行するために 3/14 を抑えたのですが、そ
の後稲見会長と江原幹事、益子さんが現地を訪れ
まして調査をしたところ、懇親会にお酒が飲めな
い、その他色々な制約があり、音響設備等もほと
んどこちらから持ち込まないと実行できないとい
うことでした。演奏会等も予定しておりましたの
で、これではまずいということで急遽東武サロン
に変更を致しました。当会場を使ってもいくつか
問題はありますが、7 年前に新狭山の井花ガバナ
ー補佐が実行した時にも東武サロンで行っており
まして、それを基にすれば出来るという判断にな
って、この会場で実行することになります。お亡
くなりになった石山先生が、まだ分区代理という
ときに受けた以来、15 年以上経っているのではな
いかと思うのですが、沼崎さんを、クラブを挙げ
てガバナー補佐として推挙した訳ですので、是非
皆さんの協力をお願いし、実りのある IM にした
いと考えております。
登録料は 3,000 円、そして一つ皆様にお諮りし
たいのは駐車場について、駐車場はご存知の通り
東武サロンの前庭にしかありません。現在各クラ
ブには乗合、もしくは電車で来て欲しいと依頼を
する予定でありますが、今の所古谷さんの協力で、
少し距離はありますが狭山市農協の駐車場を私た
ちの車を止めたりするためにお借りすることにし
てあります。そして狭山市役所の駐車場も土曜日
曜は開放されますので、そちらで対応したいと思
っております。足弱の方を除いて、極力そちらに
車を置いて頂きたいと思っております。
2 ページ目のクラブ内担当に目を通して頂きた

いのですが、役が重複されている方もおるかと思
いますが、基本的には全員で IM を成功するため
に敢えて全員のお名前を挙げさせて頂きました。
こちらに載っていなければ、上の方に必ず載って
おりまして、誰かが何かをすることになっており
ます。細部にわたりましてはまた 1 ヵ月くらいか
けて、一つ一つの問題点をクリアにしていきたい
と思っております。
3 ページ目が予算案です。12 クラブで 420 人と
想定しております。年が 1 月から後期に変りまし
て、もしかすると人数がこれより減っている可能
性も、増えている可能性もありますのが、とりあ
えず 420 人、126 万円の予算です。支出の部は、
当然市民会館で行うよりも東武サロンで行う方が
高くなっておりまして、会場費、懇親会費等細か
く出ておりますが、そちらで約 65 万円という半分
の予算を使うことになっております。特に懇親会
費が、料理、飲み物等がかなりの額を占めており
まして、先ほど東武サロンの支配人さんと協議致
しまして、人数も懇親会には大体 80 人〜100 人と
いう想定をし、このような予算を立てました。イ
ベント費は講演者の石毛宏典さん、1/6 に稲見会長
のご厚意で食事中にバイオリン演奏をして頂きま
した栗原ディクソンさん、この方のお知り合いで
4 重奏で実行することになっております。
いくつか個人的にはお願いすることがあるので
すが、2 ページ目の 11 番その他の所で、勝手に担
当を付けさせて頂いたのが飲み物の手配で、講演
会、或いは休憩時間の時に喉が渇いた方に、小さ
なペットボトルを 1 本ずつお渡ししたいと思って
おり、ここに清水会員と高田会員を載せさせて頂
きました。一応予算を 1 本 80 円でとってあるので
すが、安く譲って頂くようにして頂ければと思い
ます。宜しくお願い致します。もう一つ、ソング
リーダーは柴田譲さんにお願いしておりますので、
柴田さんにはうちの畑の中で君が世のソングリー
ダーを練習しておいて頂きたいと思います。
会長幹事さんのお計らいで、襷も飽きたという
話で、そして大生病院で開かれるフリーマーケッ
トのためにも利用できるということで、申し訳な
いのですが、ジャンパーを会員全員の方に買って
頂ければと思っております。IM の予算では少し無
理だということ、まして中央でこれから使うわけ
ですので、お金は個人負担でお願いしたいと思っ
ておりますが、また会長幹事とよく話し合いたい
と思っております。発注は宮野さんにお願いして
おります。
私も一人で物を勝手に作ってしまうと、最近は
視野も狭くなり、馬車馬のようにまっすぐ走るだ
けで、左右を見る余裕がなくなっておりますので、
皆さんの意見をお伺しながらやっていきたいと思
っております。一つは 12 クラブのロータリー旗を
この会場に全て飾る予定でおり、私は飾らなけれ
ばいけないと思っておりました。しかし東武サロ
ンさんに聞くと衝立がなければ無理だということ

で、またそれを借りてくるのも大変だと思ってい
たところ、事務局からアイデアが出まして、それ
はバナーを各クラブから 1 枚ずつ借りるのではな
く頂きまして、それを飾るのはどうかということ
でした。また各クラブのロータリー旗をコピーし、
12 クラブのものを小さくしてサイドに貼るのは
どうか等色々ありました。しかしバナーとは近い
クラブは行ったり来たりしてもらってはおりませ
んので、他の 12 クラブのバナーはどんなものかと
いうことも含めて、バナーが良いのではないかと
私は現在思っております。こちらも細部のことで
すので、決定ではありません。
各担当の所で細かく打ち合わせをしなければな
らない部所もあると思います。全体で行うと意見
も出てきませんし、出来ましたら、私がまた音頭
をとりまして、この例会が終った後に担当ごとに
打ち合わせをさせて頂くときがあるかと思うので
すが、2 か月を切っておりますので、ご意見等あ
りましたら、遠慮なく私の方にお申し付け願えれ
ばと思っております。
とにもかくにも会員全員でこの IM を成功させ
るということだけは、重ねてお願いするところで
ございます。

家族同伴親睦旅行参加のお願い
日にち

３月９日(月)〜１０日(火)

深大寺蕎麦
シンフォニーサンセットクルーズ
(夜間例会・ディナー)
東京宝塚歌劇観劇
（雪組「ルパン三世」）
楽しい企画がいっぱいです。
ご家族皆様で、是非ご参加下さい。

稲見君

坂本副会長、お話楽しみです。守屋先生
３分間スピーチよろしくお願い致します。
江原君 先週末、３ＲＣ合同新年会には会員皆様
の参加ありがとうございました。坂本副
会長のスピーチ、守屋パスト会長の３分
間スピーチ何卒よろしくお願い致します。
栗原（成）君 ＩＭについてクラブ協議会が開か
れます。全員の協力をお願い申し上げま
す。
坂本君 会長の時間を代行させていただきました。

2014〜2015 年度
ニコニコ累計額

1,885,000 円

※ 次の例会
第 2 副 SAA 肥沼君 小島君
２月３日(火) 12：30〜13：30
外来卓話 尚寿会副理事長・大生病院院長 寳積英彦様

