
◎5月18日㈭
　福島21RC合同夜間移動例会
◎5月28日㈰
　県北第一分区親善ゴルフコンペ
　パーシモンカントリークラブ

2016-2017年度　国際ロータリーのテーマ

国際ロータリークラブ第2530地区　県北第一分区

週報 二本松
あだたらロータリークラブ

第29号
通算／第1131回　平成29年４月20日　会場／スナックすずれ

会　　　　長　菅野　守芳
会長エレクト　佐藤壮一郎

副会長　菊地　久子
幹　事　藤井　利則

クラブ会報　宍戸　光英

本日のプログラム

幹 事 報 告

̶
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 夜間移動例会「観桜会」

●国際ロータリークラブ会長
　ジョン・ジャーム

●国際ロータリー 2530 地区ガバナー
　佐久間英一（三春RC）

●県北第一分区ガバナー補佐
　善方邦雄（二本松あだたら）

四 つ の テ ス ト
言行はこれに照らしてから
　一、真実かどうか
　二、みんなに公平か
　三、好意と友情を深めるか
　四、みんなの為になるかどうか

創　　　　立　1993.6.30
承　　　　認　1993.9.10
認証状伝達式　1993.11.8
地 区 番 号　2530
クラブ番号　29750
例　会　日　毎週木曜日（12：30～13：30）

例　会　場　二本松商工会議所
事　務　局　〒964-8577
　　　　　　福島県二本松市本町 1-60-1
　　　　　　二本松商工会議所
　　　　　　Tel0243-23-3211
　　　　　　Fax0243-23-6677

　こんばんは本日観桜会、
並びに新入会員（橋本会
員、渡辺会員、安瀬会員）の
歓迎会又４月の移動に当

たり事務局員が松坂さんから円谷さんに代
わりましたので歓送迎会を一緒に行います
ので宜しくお願いします。
　さて、観桜会ってどのような事なのかと
調べてみました。
　第二次世界大戦前に天皇主催で行われた
桜花観賞の行事。観桜御宴ともいう。
　毎年４月中旬に開催。第１回は1881年（明
治14年）４月吹上御所で開かれ、皇族、大臣、

参議、各国公使、来日中のシャム王族など
が招かれた。
　これは前年11月の観菊会と同じく、皇室
外交を通して条約改正を促進させる
意図のもとに開かれたもので、以後年中行
事となる。83年より浜離宮で行われること
となり、招待者も官吏や軍人にまで広がっ
た。1917年（大正６年）から会場は新宿御苑
に移された。1938年（昭和13年）に日中戦争
のため廃止された。
　戦後の皇室園遊会は往時の観桜会、観菊
会にあたるそうです。

会長あいさつ
会　長　菅 野  守 芳

第1131回例会 :４月20日㈭／夜間移動例会｢観桜会｣
　　　　　　　４月27日㈭／休会
第1132回例会 :５月11日㈭／クラブ協議会
第1133回例会 :５月18日㈭／福島21RC合同夜間移動例会
第1134回例会 :５月25日㈭／会員スピーチ

4・5月のプログラム

ニコニコ BOX出席委員会   委員長  金田 君子
会　員　数 本日出席 出　席　率 メイクアップ 修　正　率

ニコニコ 　　BOX

週 報
二本松あだたら

vol.29

32  名 21  名 66  ％ ０  名 66  ％

目標額……………400,000円
小　計 …………… 16,000円
累　計……………382,000円

にこにこ BOX   委員長  松坂　豪智
会長：菅野　守芳
幹事：藤井　利則
安部　敏弘　会員
阿部　佳文　会員

石澤　　崇　会員
大藤　　博　会員
金田　君子　会員
菊地　久子　会員

斎藤　敏夫　会員
佐藤壮一郎　会員
菅野　勝子　会員
善方　邦雄　会員

柳沼　英雄　会員

観 桜 会
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