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第1289回例会 2014年 (平成25年) ４月11日 (金) 観桜会

奉仕を通じて平和を Peace through Service

会長挨拶 井上明彦会長

毎年この時期になると､ 桜の開花予報に一喜一

憂してしまいます｡ 咲くのが早すぎればさみしく､

遅すぎればヤキモキ｡ 日本人の性と言いますか・・

週末はお江戸で花見｡ 満開の夜桜見物でした｡

今回は主として枝垂桜めぐりと屋台のおでん､ お

酒を楽しみました｡ まず､ 港区芝増上寺境内の枝

垂桜｡ 一気に咲き始めています｡ 本堂の北側には

徳川家墓所がありましてこの日､ 開放されていま

したが次回ゆっくりと見学いたします｡ 家康公の

芝東照宮と芝公園の桜と白モクレン｡ 増上寺を過

ぎて広々とした芝公園に出ると東京タワーよく見

えます｡ 公園のおくのほうに白モクレンが咲いて

いました｡ 今ここは桜とモクレンが競演していま

す｡ まことに見応えがあります｡ その先の芝東照

宮の社殿境内では､ 白モクレンと鮮やかな濃いピ

ンク色の早咲きの寒緋桜 (カンヒサクラ) ソメイ

ヨシノ､ ボケの花などがこれまた競いあっていま

す｡ いろいろな花が咲きだして､ 散策の楽しみと､

おでんとお酒がすすみます｡

ここ信州もそろそろ開花宣言です｡ 来週､ 11日

のクラブの観桜会ではまた美味しい宴席を囲むこ

とになりますが､ 皆さんよろしくお付き合い下さ

い｡

４月のお祝い おめでとうございます

＜会員誕生記念＞

布施慶典さん 野村泰久さん 岡田啓治さん

清水光朗さん 竹内喜宜さん 土屋孝二さん

＜結婚記念会員＞

粕尾正康さん 金澤哲也さん 南 信行さん

野村泰久さん 岡田啓治さん 相馬榮治郎さん

竹内喜宜さん 滝澤 功さん 瀧澤 聡さん

綿貫隆夫さん

＜夫人誕生記念＞

宮川晴子さん 斎藤美鈴さん 竹重博子さん

瀧澤美雪さん

幹事報告 南 信行幹事

・６日�地区研修・協議会｡ 次年度役員さんは､

よろしくお願いします｡

・７日 駅前モニュメント設置実行委員会

・次週11日 観桜会 18：30～ みなみ

・25日 第３回ガバナー補佐訪問｡ 千木良ガバナー

補佐と若林俊樹ガバナー補佐副幹事｡



出席・ニコＢＯＸ報告 山本博昭例会運営委員長

４/４ (会員56名) 出席33名 前々回修正出席率93.75％

・井上明彦会長☆週末はお江戸で花見｡ 満開の夜

桜見物でした｡ “夜桜お七”の綺麗どころと､

旨いお酒に出会いました｡ 次週の観桜会も宜し

く｡

・小林敏生さん☆来週､ お花見を楽しみにしてい

ます｡

・山本博昭さん☆轟さん､ 卓話楽しみです｡

・合 計 9,000円 ・スヌーピー5,210円

・累 計 537,666円

会 員 卓 話 轟 修 平 さ ん

｢玄米食について｣

きっかけは､ 昨年の12

月北川原歯科での歯周病

手術です｡ その後､ 歯が

痛くて白米のおかゆを食

べていました｡ １月初め

に妻の実家に行き､ 兄さ

んから玄米をもらったの

をきっかけに玄米に再挑

戦｡ 玄米は固く､ まずく20年位挫折しておりリベ

ンジです｡ 早速妻に玄米を､ おかゆにしてもらい

ました｡ 白米では､ お腹が空いて困っていたので

すが､ 腹持ちが良く､ 間食もしない｡ しばらくし

て､ 気になっていた体重を測ったらビックリ､ 65

kgしかありません｡ 多分12月には､ 68kgはあっ

たはずです｡ いつの間にか減量していました｡ 意

識せず腹も空かずおすすめのダイエットでないで

しょうか？

次の話題です｡ トヨタ自動車の､ 水素自動車開

発技術屋さんの講演を聞きました｡ 田舎での少人

数の講演でしたので､ オフレコ話満載｡ 『電気自

動は､ 売れない』 と言うなということでした｡ が

売れない理由は､ 航続距離が100から200ｋｍしか

ない｡ 燃料充填時間が10時間と長すぎる｡ 電池寿

命があり５年もしたら交換費用がかかる｡ これは､

ユーザーが我慢出来ない｡ 車の未来は､ ハイブリッ

ドから水素自動車であろう｡ と話してくれました｡

水素自動車の仕組みは､ 水素と酸素で発電､ モー

タを駆動する｡ 一番の課題は､ 水素ステーション

のインフラ整備｡ これに何年もかかるでしょう｡

長所は､ 車が家庭用の小型発電所になり､ バス型

移動発電所は､ 病院等に､ 排出が水でなんといっ

ても公害ゼロ｡ 開発中の自動車会社は､ 日本が世

界をリードしています｡ 20か50年か何年か後､ 次

の車は水素自動車に間違いなさそうです｡

最後は､ 新しいお仕事の紹介です｡ 発芽商材の

販売会社を作ります｡ 発芽コーヒー､ 発芽豆乳と

商売します｡ よろしくお願い致します｡

2014～2015年度のための地区研修・協議会

2014年４月６日（日）　13名　出席

４／18 本日のプログラム

会 員 卓 話 瀧 澤 聡 さ ん

｢PTAについて｣



観桜会　2014 年 4 月 11 日 ( 金 )観桜会　2014 年 4 月 11 日 ( 金 )
18：30～みなみにて　出席30名

観桜会を記念してLEDライト付き
キーホルダーをお土産にどうぞ！！
観桜会を記念してLEDライト付き
キーホルダーをお土産にどうぞ！！



閉店の「みなみ」さんへのお杯

「みなみ」さん　長い間ありがとうございました！皆さんの想いを込めて…

例 会 案 内
４月25日 ゲスト卓話　千木良賢作ガバナー補佐・若林俊樹青少年交換委員長　　５月２日 休会


