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第1748回 クラブ協議会＆例会
会場：ザ・ビー八王子
会長スピーチ

ＲＩ会長
イアン H.S.ライズリー
会 長 テーマ ロータリー：変 化 をもたらす

クラブ会長標語 全員で奉仕と親睦を楽しもう

日時：平成29年10月 3日(火)
司会：原田 修吾 副幹事

ガバナー補佐・グループ幹事ご挨拶

佐藤 武文

RI第2750地区 多摩南グループ(東京八王子RC)

最近、ニコニコが順調です。会員数が増加す
るとその分だけ増加し、また、新会員の方々が
協力して下さり、嬉しく思います。現在、例会
場のテーブルは 3 テーブルですが、後 1 テーブ
ル増やしたいと思っております。今年度、会員
数が 30 名から 40 名になり、1 テーブル、2 テ
ーブルと増えて行くと、増々、色々な活動が出
来ると思っています。今年は 全員で と僕の
思いを掲げておりますが、皆でして頂ける事が
感謝です。ニコニコも会員増強も地元密着型奉
仕 事 業 も全員 で 参 加して 頂 け たらと 思 っ て お
ります。今回は参加できない方も年に 3 回あり
ますので、次回はぜひ参加して頂けたらと思っ
ております。今後、10/26(木)にガバナー公式
訪問・3 クラブ合同例会、11/9(木)は IM がござ
います。まだまだ、今年度の行事が続きますが
宜しくお願い致します。この後、ガバナー補佐
松本様にお話をして頂きたいと思います。宜し
くお願い致します。有難うございました。

👈 例会にて
ガバナー補佐
松本啓佑様
グループ幹事
青木訓行様
ご挨拶

👈 👆
クラブ
協議会にて
活発な意見
が飛び交い
ました。

ガバナー補佐
グループ幹事

松本 啓佑 様
青木 訓行 様

◎幹事報告 山本武司幹事
①組織表・会員増強グループ一覧表の更新と
配布について
②第 46 回歳末たすけあいバザー開催に伴うバ
ザー品の寄付のお願いの配布について
③バギオだより第 62 号の配布について
④ロータリー米山記念奨学会 2017‑18 年度版
豆辞典配布について
⑤東京八王子南 RC 卓話例会のご案内について
⑥第 4 回貧困の連鎖対策研究会について
⑦九州北部豪雨災害義援金のお礼状と報告に
ついて
⑧ボーイスカウト八王子協議会からの支援金
のお礼状の報告について
⑨今後の例会予定について
来週 10/10(火)は 2 回例会振替休会
次回例会は 10/17(火)
夜間 2 回例会(18:00‑20:00)
会場：八王子ホテルニューグランド
近藤眼科院長今野公士様の卓話がございま
す。
テーマ：｢近視、老眼、白内障、その目の知
識ほんとうですか？｣｣
⑩2016‑17 年度地区一般会計財務報告書につ
いて

本日の式次第
◎開会点鐘 佐藤武文会長(12：30)
◎国歌斉唱「君が代」
◎ロータリーソング「奉仕の理想」
◎お客様のご紹介 佐藤武文会長
RI第2750地区 多摩南グループ(東京八王子RC)
ガバナー補佐 松本啓佑様
グループ幹事 青木訓行様
◎三祝(ﾊｯﾋﾟｰﾊﾞｰｽﾃﾞｰｿﾝｸﾞ)有川寿夫親睦委員長
会員誕生日：佐藤武文会員
夫人誕生日：内田文香様・菅原昭子様
坂本久江様
結婚記念日：近藤義之会員・水長秀彦会員
原田修吾会員
◎ガバナー補佐・グループ幹事ご挨拶
RI第2750地区 多摩南グループ(東京八王子RC)
ガバナー補佐 松本啓佑様
グループ幹事 青木訓行様
◎三分間スピーチおよび委員会報告
◎お礼の言葉・閉会点鐘 佐藤武文会長(13：30)
◎出席報告

内田智出席(奨励)委員長

【メークアップ】
小泉俊男会員 東京八王子南 RC(9/27)
◎ニコニコ箱 菅原孝親睦委員
１３名：計 35,000 円 累計 436,000 円
(年度予算 １,４００,０００円)

★クラブ協議会★
司会：山本武司幹事
※クラブ協議会開会 山本武司幹事(11：00)
※会長挨拶 佐藤武文会長
※ガバナー補佐ご挨拶
多摩南グループ ガバナー補佐 松本啓佑様
※議題
①｢会員増強｣について
②｢地元密着型奉仕事業｣について
※講評 多摩南グループ
ガバナー補佐 松本啓佑様
※謝辞 佐藤武文会長
※クラブ協議会閉会 山本武司幹事(12：00)
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《 ニコニコ特集 》
多摩南グループ
ガバナー補佐松本啓佑様・グループ幹事青木訓行様
お世話になります。よろしくお願い致します。
佐藤 武文君 本日はクラブ協議会において松本ガ
バナー補佐・青木グループ幹事、ご来会ありがと
うございます。我がクラブの実状についてご講評
をいただきありがとうございます。
山本 武司君 今日は松本ガバナー補佐さんと青木
グループ幹事さんをお迎えしてクラブ協議会を
開きました。活発な意見、有難うございました。
有川寿夫君 先日、孫が2才の誕生日を迎えました。
お祝いで飲み過ぎてころんでヒザが痛いです。
内田智君 八王子市で収録されたNHK今日の料理番
組に私達夫婦がアップで映り、3日間連続しての
TV放映にビックリ。今月は相棒(妻)の誕生日、忘
れていませんでした。
小嶺 和昭君 秋晴れの中、近く行われる花植えの
際、趣味を生かしたいと思っています。
《 10 月の予定 》 経済と地域社会の発展月間
米山月間

3 日(火)
10 日(火)
17 日(火)
24 日(火)
26 日(木)
31 日(火)

理事会・クラブ協議会・例会・三祝
会場：ザ・ビー八王子
2 回例会振替休会
夜間 2 回例会
会場：八王子ﾎﾃﾙﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞ
26(木)ガバナー公式訪問に振替
ガバナー公式訪問・3 クラブ合同例会

会場：京王プラザホテル八王子
特別休会

近藤義之君 クラブ協議会、ご苦労様でした。多
摩南グループガバナー補佐松本様・グループ幹事
青木様、本日は有難うございます。
坂本芳彦君 松本ガバナー補佐・青木グループ幹
事、ようこそおいで頂きました。心より歓迎致し
ます。
菅原孝君 ニコニコに協力致します。
戸塚万豈君 松本ガバナー補佐・青木グループ幹
事、本日はおいでいただきありがとうございま
す。我がクラブの良い処、素晴らしい処をご覧下
さい。
橋本幸一君 クラブ協議会、ガバナー補佐・グル
ープ幹事、御苦労様です。
松宮兼房君 ニコニコに協力して。
水長秀彦君 松本ガバナー補佐・青木グループ幹
事、いらっしゃいませ。肌寒い陽気になって来ま
したが、風邪をひかぬようニコニコします。
《 11 月の予定 》 ロータリー財団月間
7 日(火) 理事会・例会・三祝
会場：ザ・ビー八王子
9 日(木) 多摩南グループ IM
会場：京王プラザホテル八王子
14 日(火) 11/9(木)多摩南グループ IM に振替
21 日(火) 東京飛火野 RC との
合同夜間例会(2 回)
会場：八王子ﾎﾃﾙﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞ
28 日(火) 2 回例会振替休会
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