
第 1512 回例会 2018・3・27           ﾆｺﾆｺ 本日 34,3270 円  累計 617,199 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

✿ 本日のお客様 

茂木 正       渋澤 健司 

ガバナーエレクト様     地区幹事様 

   

 会長の時間         堀江 大 

これから桜花見ｼｰｽﾞﾝですが、気象庁から開花予

想が出て、開花宣言となりますが、東京の場合は靖

国神社ですが、予想する前に観測する木を決めます。 

周りの影響があまり受けない木。『標本木』を定

める。毎年決められてはいますが老化や周囲の環境

の変化によって変更。この標本木の花が 5～6 輪開

いた状態が開花宣言になる。周りの桜の木が咲いて

いても開花にはならないし、逆に周りの木が咲いて

なくとも標本木が咲いてれば開花宣言。満開宣言も

標本木が基準で 80％以上の蕾が開くと満開宣言。 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告         石井 秀夫 

◆例会変更・・・飯能 RC 

◆週 報・・・・入間 RC、入間南 RC、新狭山 RC、 

新所沢 RC、所沢東 RC 

ニコニコボックス       内田 学 

堀江 大  茂木様 渋澤様 ようこそ。卓話 本橋

さん 地区協の説明会 室伏さん宜しくお願い

します。 

石井 秀夫 ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ茂木様 地区幹事 渋澤様 

本日はお越しいただき有り難うございます。どう

ぞ宜しくお願い致します。 

内田 学  茂木様 渋澤様 ようこそ。先週の金

曜日の日高RC のﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞ

ﾙﾌｺﾝﾍﾟお疲れ様でした。晴

れ男よりも強い人が日高

RC には、多くいらっしゃ

るみたいです。 

木村 孝子 先週お休み致

してすみませんでした。本

日は本庄ﾛｰﾀﾘｰ茂木ｶﾞﾊﾞﾅｰ

■出席報告 

月 日 3/13 

会員数 31 

出席者 28 

出席率 90％ 

前回修正 87.1％ 

 

 上野 孝二 

 

 

内田 学 

内野 忍 

例 会 当 番 記 念 祝 福 卓      話 

3/27 お茶会 梅岡 宗友様 

4/3  例会振替 7 日～8 日 

        地区大会 

4/10 卓話 所沢市役所様 

4/17 卓話 帝国ﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ 

 

   

 



ｴﾚｸﾄ様 渋澤地区幹事様宜しくお願い致します。 

新井 孝敏 本庄ﾛｰﾀﾘｰ 茂木様 渋澤様本日は宜

しくお願い致します。 

大舘 信夫 先日 日高ﾛｰﾀﾘｰﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌ大会にて

35 位 自転車を頂きました。使用しないので日

高ﾛｰﾀﾘｰに寄付してきました。 

小暮 博文 前回欠席しました。 

金岡 悟  先週欠席しました。 

須澤  一男・山田 富男・鈴木 伴忠  本日早退。 

 

地区協の準備状況について 

実行委員長 室伏秀樹 

 本日お客様としてお

見えの、茂木 正志(もて

ぎまさし)ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ様、

次年度地区幹事の渋澤 

健司様 ようこそ所沢西

ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞにいらっしゃ

いました。 

就任決定が 11 月になってからとかってない最短

期間でのご就任本当にご苦労様です。 

本日、例会終了後、地区協委員会と打ち合わせ会

を開催します。 

私は、実行委員長として 2015年担当の鶴ヶ島 RC

の資料を頂き、準備をしています。石井幹事には、

当日のｸﾗﾌﾞ別席札をお願いしました。師岡副幹事に

は、市内 4 ｸﾗﾌﾞの応援を得て、西ｸﾗﾌﾞの親睦委員会

と駐車場の誘導をお願いしています。それぞれの皆

さんのご協力によって、51年に 1回の当番を、楽し

く終わりましょう。 

あと準備は、出席者名簿・地区役員の席次表です。 

 

卓話「モノレールを地元所沢に誘致する」               

  所沢西 RC 会員 本橋 正夫 

 平成 12 年に多摩都市ﾓﾉﾚｰﾙが開通した時、所沢市

に誘致する事を計画、日本ﾓﾉﾚｰﾙ教会と導入、計画、

構造の検討に入り、調査報告書を受けて、環境に優

しいﾓﾉﾚｰﾙを所沢市に誘致する会の設立総会を、平

成 15 年 1 月当時所沢市長 斉藤 博氏に多摩都市ﾓ

ﾉﾚｰﾙを上北台から小手指駅まで誘致し、所要の沿道

区画整理事業と都市整備計画を早期に決定する事

を、求める要望書を住民 50,623 名と所沢市議会議

員 18 名を添えて提出致

しました。要望書に対す

る所沢市からの正式回

答が無いまま経過して

いる為、所沢市長 藤本 

正人氏に平成 25 年 7 月

に多摩都市ﾓﾉﾚｰﾙの所沢方面への延長計画の推進策

を、改めて説明平成 29 年 7 月環境に優しいﾓﾉﾚｰﾙ

を誘致する会が、臨時総会を開き新体制のもとで推

進をしていくことが決まりました。その後、ﾓﾉﾚｰﾙ

の所沢方面誘致推進協議会ができました。 

 ﾓﾉﾚｰﾙの所沢方面誘致推進協議会 

代表幹事 山口地区自治連合会  会長  新藤 年三 

 々  小手指まちづくり協議会 会長 大舘 靖治 

 々    三ヶ島地区自治連合会 会長 横溝 哲夫 

々    所沢商工会議所    会頭 本橋 孝義 

々  所沢市経済活性化協議会会長 島田 孝男 

々  所沢商店街連合会   会長 大木 敬治 

々   (公社)所沢青年会議所  理事長 井花 佳彦 

々  環境に優しいﾓﾉﾚｰﾙを所沢に誘致する会 

              会長 本橋 正夫 

の方々で、ﾓﾉﾚｰﾙの所沢方面誘致推進協議会が、

発足されました。 

又、平成 29 年 8 月 31 日 ﾓﾉﾚｰﾙの所沢方面誘致 

推進協議会から 所沢市長 藤本 正人様及び担当職

員の皆様と話し合いがされ、又、市議会の代表議長 

杉田 忠彦様と同様の話が持たれ、所沢市へのﾓﾉﾚｰﾙ

誘致推進の御協力のお願いに参りました。 

又、平成 29 年 12 月 11 日 衆議院第二議員会館 

にて 

日本ﾓﾉﾚｰﾙ協会 専務理事      日野 祐滋様 

西武鉄道株式会社 取締役上席執行役員 福田 正明様 

衆議院議員             柴山 昌彦様 

ﾓﾉﾚｰﾙを所沢に誘致する会      10 名 

 合計 13 名で話し合いが、されました。 

 この会としては、所沢市に当会へ正式に、御加盟 

頂き当会の会長に所沢市長をご就任頂き、早々に事 

務局を所沢市役所の中になるべく早く常置して頂 

く事をお願いしたいという事で話が持たれました。 

現在この様な状態です。有り難うございました。 

 

          今週の担当  山田 富男 


