
○次年度松原会長より（松原 一郎 会員）
・PETS へ参加してきました。マーク・ダニエル・マロ
ニーさんのテーマが決まり、『ロータリーは世界をつな
ぐ』と発表されました。ガバナーのテーマが『5,000 人
の仲間をつなぐロータリー』という事で、『つなぐ』という
キーワードが出ているので、私もこれからテーマを考え
なければと思っております。
・3 月25 日、英語スピーチコンテストの件で、竹田会
員と事務局と市役所へ行ってまいりました。稲城市役
所は後援、稲城市社会教育委員会が共催となりました。
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会長テーマ『地域に密着した、環境にやさしい奉仕で心豊かに』
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出席報告（石井 伸昌  会員）
先々週の訂正出席率 85.71％
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桜の花も咲き始めました。桜・梨の花まつ
りに間に合いますように。
確定申告終わりました－！！
今日は仕事で疲れました。
桜がキレイデス。
さくら満開です。
桜満開、最高の季節だネ。
桜は満開になりました。4/7 の桜・梨の花
まつりはどうなりますか。
あたたかくなりましたね。
花見に行きたいですね。
明日、湯河原に家族 3 人と犬で行ってきます。
息子は合宿中…
さくらが満開ですね。
花見の季節になりましたね。
久々の夜例会です。
久しぶりの例会になってしまいました。
無事に菊川と掛川の保育園３園の準備が出
来て良かったです。

本日の合計：26,000円　総計：822,000円
ニコニコBOX（佐伯 智美  会員）
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す。ブースの場所を確認しておいてください。
③東京サンライズ汐留ロータリークラブより卓話のご案
内が届いております。
4 月25 日（木）　12：30 ～ 13：30　ザ・ロイヤルパー
クホテル東京汐留 25F「しおさい」
④米山梅吉記念館より館報 2019 春号 vol.33 が届いて
おります。
⑤ロータリーの友電子報のご案内が届いております。

司会 『四つのテスト』

司会　吉田　伸幸　副幹事
伊藤　孝一　会　長

全会員
坂上　秀樹　会　員

点　鐘 
ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」
｢四つのテスト」唱和

乾　杯 （川島 保之  パスト会長）

お小遣い贈呈【ジャンルカくん】（伊藤 孝一  会長）

会務報告 （伊藤 孝一  会長）

①年度末の退会を防ぐため
のお願いが届いております。
②3月14日開催のポリオ撲
滅チャリティゴルフ参加の御
礼状が届きました。
③米山委員会より講演会の
ご案内
米山梅吉記念館より賛助会

ご入会と100円募金のお願いが届いております。
④世界米山大会のご案内が届いております。
7月27、28日　モンゴル国、ウランバートル市にて
⑤2750地区ローターアクト第39回年次大会の開催のご
案内が届いております。
5月18日（土）　六本木ヒルズ　ハリウッドビューティープ
ラザ5階ハリウッドホールにて
幹事報告 （牛込 太一  幹事）

①東京狛江ロータリークラブ
より訃報のお知らせが届いて
おります。
鈴 木 達 雄 会 員　享 年77歳
お別れ会　4月12日（金）
②第9回稲城市桜・梨の花
まつりの案内が届いておりま
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点　鐘 （伊藤 孝一  会長）

ジャンルカくん：3月24 ～ 26日までロータリーのスプリ
ングキャンプに参加し、広島と宮島と京都に行きました。
今井会員：本日、何の準備もできていないので、皆様
からの質疑応答にて5分から10分のお時間をいただけ
ればと思います。まず、最初にどこに行きましたか？
ジャンルカくん：最初は広島に行きました。あとで宮島
と京都に行きました。
今井会員：ジャンルカくんは何でも食べれる子で、納豆
以外の物も食べられます。ごぼうとレンコンが大好きなよ
うです。広島で食べて一番美味しかった物を教えてくださ
い。
ジャンルカくん：広島のカキがすごく美味しかったです。
今井会員：生のカキですか？
ジャンルカくん：生のカキです。
今井会員：生ガキをいっぱい食べたそうです。その後の
広島の思い出は？
ジャンルカくん：広島の原爆ドームも見て、すごく重かっ
た。長崎も行きましたが、それと同じような感じでした。
今井会員：多摩大聖ヶ丘高校の修学旅行で彼は長崎
へ行っているのですが、そこで平和公園も行っていて、
今回も原爆ドームも行き、気持ち的に重いという事だと思
います。広島の後が？
ジャンルカくん：広島の後に宮島に行きました。宮島で
すごくきれいな動物に会いました。多分、鹿です。それ
はすごくおもしろかったです。イタリアの街ではないです。
今井会員：広島、宮島を回ってその次に行ったのが？
ジャンルカくん：京都です。京都で一番楽しかったのが、

着物を着て伏見稲荷全部上りました。それは友達と全部
楽しかったです。
牛込会員：自分で着たの？
ジャンルカくん：着せてもらいました。
今井会員：京都は有名なものがたくさんありますが、覚
えているところはありますか？
ジャンルカくん：全部の名前はあんまり覚えてない。京
都ですごく美味しい食べ物食べました。わらび餅と抹茶
は素晴らしい。
今井会員：結構食べ物の好みを聞くと、この年代には
ない好みをしている気がします。他に皆さんに伝えたい事
がありますか？
ジャンルカくん：最後のキャンプだから寂しいです。
今井会員：来日して富士登山のキャンプをして、そのあ
とオリンピック青少年センターでのキャンプが数回あって、
今回のスプリングキャンプで泊まりのプログラムが最後に
なるのでもうすぐ彼は日本から離れて行ってしまいます。
最後に皆さんに一言。
ジャンルカくん：三カ月後にはイタリアに帰ります。あり
がとうございました。京都はすごくきれいで、伝統がいっ
ぱいありました。
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○スプリングキャンプの報告
（ジャンルカくん ・ 今井 順一 会員）

5月19-20日の親睦旅行の内容を少しだけご説明させて
いただきます。19日は朝、矢野口駅などに集合していた
だきます。昼食は日光でそば打ち体験になります。14時
から鬼怒川ライン下り（約1時間）をし、宿へ向かいます。
大きな宿のイメージをしていましたが、静かな宿を予約し
ました。到着は16時の予定です。
翌日は朝9時に出発し、道の駅へ立ち寄り、お土産など
を見ていただきます。日光の二荒山神社でバスを降り、
お参りします。ここは有名なパワースポットだそうです。
約二時間の休憩時間になります。ここから東照宮まで歩
いていただき、バスは東照宮で乗ります。10時半～ 12
時半まで東照宮で散策し、その後昼食になります。
現在15名が参加予定です。皆様のご参加をお待ちして
おります。

○親睦旅行について
（佐伯 智美 親睦委員長）


