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 司 会  SAA 久保 賢司 君 

 点 鐘  会 長 金子 正男 君 

 ロータリーソング  奉 仕 の 理 想 

 会長挨拶  会 長 金子 正男 君 

皆さん今晩は。今夜は花見会

で夜間例会となります。先週の

日曜日は、IM に多くの会員に

出席を頂き誠にありがとうご

ざいました。 

さて、花見は奈良時代に唐よ

り伝わり、云々は宇賀神直前会長より昨年話があった

と思いますが、徳川八代将軍吉宗が庶民向けに江戸の

あちらこちらに花見公園を造ったことで広がったと

言われております。 

また、桜の語源説には諸説ございますが、最も広く

認知されているのが『サ・クラ』説です。この説によ

ると、サは「田の神様」であり、クラは「座るところ」

すなわち、『さくら』は田の神様が座られる場所「依り

代」を意味すると言われ、田の神様の依り代である桜

の木の下にお神酒や食べ物を供え豊作を祈願し、一緒

に飲んだり食べたりするのが古代農民たちの花見で

した。貴族発信の宴説とは、少し違った様でした。 

今夜の席の皆様は貴族説の流れかと思いますが、農

民説の私と一緒に飲めることは楽しい事です。準備を

していただきました委員会の皆様、御苦労様でした。

ありがとうございます。皆さん、今夜は花見を楽しみ

ましょう。以上、会長挨拶とさせていただきます。 

 幹事報告   石塚 龍夫 君 

① 例会変更のお知らせ             

益子 RC：4/18(水)振替休会、4/25(水)移動例会 

真岡西 RC：4/3(火)振替休会、4/24(火)夜間例会 

5/1(火)特別休会 

しもつけ RC：4/11(水)振替休会 

4/18(水)夜間・移動例会 

② 夫人親睦旅行：5/23に予定しておりますが、参

加される方は 4/26までに参加費の支払いを事務

局までお願い致します。 

 スマイルボックス報告  大堀  文雄  君 

金子 正男君 先日の IM に続

き、本日花見会

の夜間例会御苦

労様です。先日

のロータリアン

が植えた茂木天

矢場、西田井北山駅、西田井駅、折本駅

にある桜も見頃で、西田井駅で見た一

日の花は最高でした。今夜の桜も散り

際でいいですね～。 

石塚 龍夫君 本日はお花見例会です。皆様、おおい

に楽しみましょう。 

岡本 俊夫君 サッカー関係のヨンドコロない用事の

ため欠席となります。御盛会を祈りま

す。久保康夫エレクト、この度は御慶

事おめでとう！！ 

福原 一郎君 花の散るのが早く名残の花見となりま

した。設営の皆様、ありがとうござい

ます。 

石田 順一君 親睦委員会の皆さん、設営ご苦労様で

す。今日はごちそうになって帰ります。 

辻  達男君 西田井桜の会では大堀委員長はじめ、

実行委員の皆様には大変お世話になり

ました。今日のお花見も中川親睦委員
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長はじめ委員の皆様、御苦労様です。

お世話になります。 

広瀬 紀夫君 親睦の皆様お世話になります。西田井

の花見、お疲れ様でした。 

宇賀神祐一君 本日は満開のつもりで楽しみましょう。

金子会長年度もあと 3 か月ですね。も

う少しです。 

野澤 巧 君 お花見例会、誠におめでとうございま

す。昨日、人間ドックは終りほっとし

ているところです。今日はおいしく酒

をいただきます！。ちなみの免疫力は

一般の人の倍ありました。ひと安心で

す！！ 

中川 宏行君 本日、大和田産業団地内、泉食品新工

場の消防、土木検査が無事終了しまし

た。本日はおいしいお酒が飲めそうで

す。本日、ご参加の皆さん有難うござ

います。 

見目 良一君 お寒うございます。とは言え、これで

平年並みみたいですね。本日は宜しく

お願い致します。 

久保 賢司君 本日は、当社の請負っている大和田の

新築工場の検査でした。竣工までもう

少しです。中川さん、大堀さん、頑張り

ましょうね！ 

栁田 尚宏君 世間では新年度が始まり色々と忙しい

時ではありますが、今夜はお花見ゆっ

くり楽しみましょう。 

太田 浩彰君 毎年花見例会でリス村を使用いただき、

誠にありがとうございます。 

柳田 耕太君 サクラ咲く！入学お目出度うございま

す！。 

藤村 三夫君 初めての夜間例会、楽しませていただき

ます。 

大堀 文雄君 先日の西田井駅前の花見会に大勢の参加

を頂きありがとうございました。天気に

恵まれてとてもよかったです。 

 

 

 

 第二部 お花見会 

18：45 ― 20：30 

  真岡 りす村 

      ふれあいの里 

 スマイルボックス（4月 5日現在） 

前回までのスマイル繰越金 2,121,000 

本日のスマイル合計 44,000 

スマイル今期累計 2,165,000 

前回までの米山繰越金 52,290 

合計金額 2,217,290 

本日の 

プログラム 

4/12 

月初例会 

 

 

 

次回の 

プログラム 

4/19 

内部卓話 

月間予定                   プログラム委員会    柳澤 正弘君 

  
出席者     出席報告   出席委員会 太田 浩彰君 

在籍 60名 出席免除者 2名（有資格者 2名 + 有理由者 0名） 

例 会 日 出席義務 事前 MU 事後 MU 出席者 内免除者 欠席者 出席率(%) 

補正後 3月 25日 58 0 2 45 1 12 76.27 

本 日 4月 5日 57 1 - 45 1 12 79.31 

月間出席率(%) 

7月 8月 9月 10月 11 月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 

95.72 94.44 90.44 88.25 87.77 91.23 90.42 93.14 83.10    

※例会欠席は AM10:00までに必ず事務局（TEL.0285-84-2511 FAX.0285-84-2510）までお知らせください。 


