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クラブ会長標語 今何が出来るか 何をすべきか
考え、行動しよう ！

日時：2019年 4月 2日(火)

会場：ザ・ビー八王子
司会：加藤 登 副幹事

《会長スピーチ》 佐藤 武文 直前会長

昨日は新元号「令和」に決まりました。今迄に
247 の元号がありますが、
すべて中国の古典から由
来していました。今回の「令和」は初めて日本の
古典から決めたという事で画期的だと思います。
「令」という字は、「令夫人」、「令嬢」など、“良
い”という意味を示します。
「和」は“なごやか”
ですので、良き平和な時代にすれば良いのかと解
釈しました。
昨日発表の段階ではその言葉が受入れられない
ような気持ちでしたが、1 日たってみるとこれもよ
いのかなと思います。1 ヶ月もすれば通常になって
しまうのではないでしょうか。
◎熱く会員スピーチをする
馬場 れい子 会員

昨日、4/1 は神社をお参りして回り、天皇の 60
周年記念に天皇皇后両陛下が残されたお言葉に出
会いましたので、読ませてもらいます。
皇后の言葉です。
「嫁いで 1、2 年の頃、散策にお
誘い頂きました。赤坂のお庭には蜘蛛の巣が多かっ
た。陛下は道々、蜘蛛の巣を払うため、葉の付いた
細い竹を手に取り、2 本並べてくらべ、一つの竹を
少し短く切ってお渡しくださいました。ご自分より
も軽く、少しでも持ちやすいようにと思って下さっ
たのでしょう。今でも思い出すと胸が熱くなりま
す。」些細な事でも、思いというものは長年残るも
のかなと思いました。
また、先日は花見に行った桜ですが、何と 640 種
類あるそうです。山桜は 100 種類くらいあります
が、いつ咲くかはわかりません。ソメイヨシノなど
の里桜は人工的に開花の時期をつくられています。
桜の葉を使った桜餅がありますが、桜の葉には毒が
あります。その毒は人体には影響ないのですが、落
葉した木の根元は雑草が生えません。毒のお陰で桜
の木が育っているのです。
昨日は子安神社にもお参りに行きましたが、今週
土日に“夜間参拝”があります。皆様もぜひ夜桜の
参拝にお越しください。

◎会員誕生日
プレゼントを手に
（左から）
山本 武司 会員
水長 秀彦 会員
伊熊 俊雄 会員

出席報告

・スピーチ記事はご本人の希望により
掲載を控えました。

小嶺和昭 出席(奨励)委員長

お客様：古川健太郎様を挟んで

本日の式次第
◎開会点鐘
佐藤武文 直前会長
(12:30)
◎国歌斉唱
「君が代」
◎お客様のご紹介
佐藤武文 直前会長
東京八王子南RC 古川健太郎 様
◎三祝(ハッピーバースデーソング） 馬見塚 潔 親睦副委員長
会員誕生日：山本武司会員・水長秀彦幹事
・伊熊俊雄会員
夫人誕生日：佐野真紀様・平塚稀夕様
結婚記念日：小嶺和昭会員・坂本芳彦会員
・菅原 孝会員
◎会長スピーチ
佐藤武文 直前会長
◎幹事報告
水長秀彦 幹事
◎会員スピーチ
馬場れい子 会員
◎閉会点鐘
山本武司 パスト会長（13:30）
◎ニコニコ箱 伊熊俊雄 親睦委員
14 名： 計 51,000 円
累計 1,464,000 円
(年度予算 １,４００,０００円)
◎出席報告

◎幹事報告

水長 秀彦 幹事
① 例会場ポストに入れた刊行物 等
・
「ロータリーの友 4 月号」
・2019-2020 年度 組織表
②「2018-19 年度地区大会プログラム」について
③ 米山梅吉記念館より
・
「館報 2019 春号 Vol.33」
・
「伝記米山梅吉ものがたり」出版のパンフレット
・
「米山梅吉記念館創立 50 周年記念式典開催」
のお知らせ
④ 5/12(日)「地区ロータリーデー」について
⑤ 4/16(火)「炉辺会談」について
⑥ 次回例会は 4/ 9(火)
理事会 (11：00-12：00)
例 会 (12：30-13：30)
会 場：ザ・ビー八王子

【メークアップ】
近藤義之会員・古瀬和雄会員・平塚徳則会員
フィリピン共和国、Ramom Magsaysay RC(3/20)
千葉謙一会員
東京八王子西 RC
(3/29)

小嶺和昭 出席(奨励)委員長
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《 ニコニコ特集 》
佐藤武文君 昨日は新元号「令和」に決定し、また新し
い時代がくるとなるとうれしい気持ちにもなります。
水長秀彦君 東京八王子南RC古川様ようこそお越し
くださいました。ごゆっくりされてください。馬場
さんのスピーチ楽しみにしています。
伊熊俊雄君 昨日、新入社員が5人入ってまいりまし
た。彼らを見ていると心が洗われます。私も初心に
戻りたいと思います。
内田 智君 平成から令和の御代に、災害、犯罪のな
い静かな平和の時代になるとよいですね。
加藤 登君 本日はニコニコの題材が多そうで、皆さ
まのコメントが楽しみです。
木下政昭君 3月末で娘が保育園を卒園し、朝の送迎
から解放されホッとしていた半面さびしい気持ち
もあったのですが、4月1日から学童保育への送迎が
始まり、また忙しい朝がスタートしました。
小嶺和昭君 昨日新元号が発表され終日マスコミに
さわがれておりますが「令和」の年号が出来る限り
永続されることを祈ります。末筆ですが南ロータリ
ーの古川健太郎様、ようこそお越し下さいました。
《 4 月の予定 》母子の健康月間
2 日(火) 通常例会・三祝
会場：ザ・ビー八王子
9 日(火) 理事会・通常例会
会場：ザ・ビー八王子
16 日(火) 2 回例会振替休会【炉辺会談(坂福)】
23 日(火) 夜間 2 回例会
会場：八王子ホテルニューグランド
30 日(火) 特別休会
《 3 月の予定 》水と衛生月間

佐野武久君 今日はとても良い天気ですね。
「令和」
いいですね！
中川常彦君 新しい年号、令和を祝って。
馬場れい子君 今日はつたない卓話をします。どう
ぞ質問はなきように～！
平塚德則君 新元号も令和に決まり、新しい時代が
はじまろうとしています。礼に始まり、礼に終る。
その中に和がある、ロータリークラブにピッタリ
の元号ですね。本日は馬場れい子様の卓話楽しみ
にしています。
古瀬和雄君 馬場れい子さんの会員スピーチ楽しみ
にしています。
松宮兼房君 いよいよ御代がわりも近づき元号も
令和にきまり増々我々は忙しくなると思います。
よい時代になるといいのですがお祈り申し上げ
ます。
山本武司君 新元号は各界から称賛されていますが、
令は左に「にすい」を付けると冷になります。何と
なく冷たい感じがするのは私だけでしょうか?

《 5 月の予定 》青少年奉仕月間
7 日(火) 理事会・通常例会・三祝
会場：ザ・ビー八王子
14 日(火) 2 回例会振替休会
21 日(火) 通常例会
会場：ザ・ビー八王子
28 日(火) 特別休会
30 日(木) 東京八王子 RC 合同夜間 2 回例会
会場：日本閣
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