第２３３０回

例会日■平成 31 年 3 月 7 日（木）

会場■割烹八文字屋 開会点鐘■19：00 2018-19 年度 VOL 32

三春 RC テーマ：「、繋げようロータリー、繋がろうロータリー」
－ ５０年続いたロータリーが１００年続きますように －
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会 長 挨 拶（第 49 代会長

石川和広）

皆様今晩は、お忙し

も次年度５０周年を迎え来年の５月１０日に

い中ひな祭り例会ご

記念式典を挙行いたします。この５０年間

出席下さいまして誠

奉仕の理想のもと三春ロータリーはいろいろ

に有難うございまし

な事業を行ってきて、それなりに地域におけ

た。私が今回どうし

る貢献度も高くはなっておりますが、まだま

ても出席できません

だ広報活動が必要かと思いましす。今までの

で誠に申し訳ありません。３月３日の雛祭り

事業等をいろいろ見直し良きところは伸ばし、

なぜ桃の節句というのか、もともとは３月最

改善すべきところは改善し１００周年に繋げ

初の巳の節句「上巳の節句」とよばれておりま

ていきたいと思います。それには奥様方の絶

した。この日はもともと邪気に見舞われやす

大なるご協力が不可欠ですので何卒よろしく

い日とされていたので平安時代の貴族は厄払

お願いいたします。今日は直接お話しできま

いの意味で紙人形で「流し雛」をしていたそう

せんでしたこと重ねてお詫び申し上げます。

です。それが

申し訳ございませんでした。

室町時代以後３月３日は桃の

花の咲く時期でもあり雛人形を飾って女の子

本日はゆっくりご歓談下さいますようお願い

の厄除けと成長を祈るようになったといわれ

申し上げます。

ております。そしてその結果今日ご来賓の奥

本日は誠に有難うございました。

様がたのような健やかに成長された方々が集
ってお祝いをしているということです。
また本日は３月７日でありまして３月７日
は「見直しの日」だそうです。三春ロータリー

幹

事

報

告

◇白岩 良子 (第 49 代)
１．３月１４日（木）の例会は「水と衛生月間例会」
ゲスト卓話三春ダム、その日の会員卓話は 3 月
28 日に変更します。
２．八潮ロータリークラブとの親睦ゴルフ・懇親会
は６名の方の参加、次の日の昼食会は、１０名
の参加申し込みです。

各委員会報告
◇増子博保青少年奉仕委員長
三春 RC 杯剣道大会について
◇日時：３月 10 日（日）8：30 集合
◇場所：三春町武道館
会員皆様方のご協力よろしくお願いします。

2

◇米谷量平さん
この度、福島民報社を退職し、葛尾村まちづくり公社
へ転職いたします。４年間大変お世話になりました。
ありがとうございました。

◇藤原あいかさん
福原義守さんのボリビアに住む妹の子姪っ子です。
楽器の御礼と感謝について

懇

親

会

◇乾杯の音頭：橋本国春会長エレクト

◇誕生日プレゼント
3 月 1 日生まれ

福原義守さん

3 月 5 日生まれ

増子博保さん

3 月 6 日生まれ

佐久間英一さん

3 月 10 日生まれ

山口晋司さん

3 月 13 日生まれ

渡邉宏二さん

◇ゲーム（輪投げ）

第1位

ペア戦

輪投げのペア戦（二人の合計）で競い合う
第 1 位：橋本国春・渡邉宏二ペア （敬称略）
第 2 位：白岩・増子ペア
第 3 位：幕田・石川令夫人
ブービー賞：福原・山口進ペア
当日賞：福原・藤原ペア
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第2位

第3位

当日賞

ブービー賞

会長賞

会長賞

◇スマイル発表（米谷量平クラブ運営委員）
スマイル合計

36,000 円

多くのスマイルありがとうございました。
◇中締め：佐久間英一パストガバナー

国際ロータリー第２５３０地区
三春ロータリークラブ
TEL

FAX

E-mail

例会場

割烹文字屋

三春町字大町 18-１

62-5757

62-3174

hashimoto@8monjiya.jp

事務所

〒963-7759

三春町八島台 5-3-9

62-2334

62-2334

rcmiharu@gmail.com

会

長

石川

和広

三春町字中町 1-1

62-2630

62-2222

dr-kazu@joy.ocn.ne.jp

幹

事

白岩

良子

三春町字南町 55-3

62-6024

62-6034

yoshiko@fd-const.com

会

報

渡邉

宏二

三春町字荒町 60

62-2410

62-2441

yamadai@orange.plala.or.jp
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合計金額
36,000 円
ありがとうござい
合計 36,000 円
ます！！


石川和広さん

ないといけないのですが、競争が激しく

本日の「ひな祭り」例会をしゅくして。

なりそうですね。

昨日 3 月 6 日は啓蟄で冬ごもりしていた



生物が動き出す季節となりました。三春

ひなまつり例会を祝してスマイルしま

ロータリーも 50 周年の記念事業に向けて

す。3/5 で 61 歳になってしまいました。

動き出したところです。2020 年 5 月 10





ひな祭り例会を祝してスマイルします。

しては今後益々のご協力をお願いいたし

ところで 13 日は私の 60 歳の誕生日で

ます。

す。
「還暦」となります。第二の人生に

白岩良子さん

「乾杯」🍻






橋本国春さん

ないで下さい。楽しいひな祭り例会を祝

こんばんは、ひなまつり例会を祝してス

して。

マイルします。


福原義守さん

山口進さん

ひな祭り例会を祝しましてスマイルしま

ひな祭り例会を祝して。2 月 27 日私が 81

す。そして今夜は、姪がお世話になりま

歳、妻真琴が 77 歳の誕生日を健康で迎え

す。（多額のスマイルありがとうございま

たことに感謝して。


す）


渡邉宏二さん

日の記念式典に向けて奥様方におかれま

寒暖の差が激しいですね！皆様体調崩さ



増子博保さん

川又暉之さん

三條安國さん

ひなまつり例会を祝して。まだ寒いです

ひな祭り例会を祝して。

ね！風邪はひきませんように。


幕田勝壽さん

三瓶一壽さん

ひな祭り祝して

今晩は、今日はひな祭り例会おめでとう

佐久間英一さん

ございます。ところで皆さんおだいり様

ひな祭り例会を祝して。

とお雛様の区別つきますか。


橋本紀子さん
ひな祭り例会を祝して。今夜はひな祭り

佐久間四郎さん
ひなまつり例会を祝して。

例会でおだいり様とお雛様の数は同じで
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