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クラブ会長標語 全員で奉仕と親睦を楽しもう

第1749・1750回 第2回クラブ協議会＆夜間2回例会
会場：八王子ホテルニューグランド
日時：平成29年10月17日(火)
司会：馬見塚 潔 副幹事

☆卓 話☆
近藤眼科本院院長 今野公士様
テーマ：「近視、老眼、白内障
その目の知識ほんとですか？」

会長スピーチ

佐藤 武文

先程はクラブ協議会を終了させていただきま
して、有難うございました。次年度の会長は橋
本 幸 一 会員に 決 定 してお り 安 心して お り ま す
が、次々年度の会長を決めるという事でクラブ
協議会をさせて頂きました。今日、大﨑会員は
おりませんが、きちんとお伝え致します。先程
のクラブ協議会資料一覧表の傍線箇所は、入会
し て 間 もない 方 々 ですが 、 そ の方々 に も こ の
先、副幹事等の役を受けて頂かないと大変な状
況だと思っております。会長決定後は新しい組
織が組まれていく事と思いますので、その際に
はご協力をお願い致します。その後、臨時理事
会を行いました。議題として、新入会員の確認
を致しました。千葉謙一さんです。4 つの RC
からオファーがありましたが、それぞれより了
承を得て参りましたので、すっきりとして理事
会の議題とさせて頂きました。来月の第 1 例会
に入会式をとの思いから、無理を承知で臨時理
事会をさせて頂きました。25 名から 26 名にな
りますので、後の 4 名を続けて行ければと思っ
ております。また、来週の事ですが、10/26(木)
ガバナー公式訪問・3 クラブ合同例会がござい
ます。翌 10/27(金)は地元密着型奉仕事業の秋
の花植えがございます。是非、皆様に参加して
頂きたいと思っております。今日のこの後は今
野公士様の卓話を拝聴させて頂きます。宜しく
お願い致します。有難うございました。

卓話者のご紹介：近藤義之研修・プログラム委員長(左)
＆
卓話者：近藤眼科本院院長 今野公士様(右)

◎幹事報告 山本武司幹事
①米山梅吉記念館からの一人 100 円募金と賛
助会費のお礼状について
②第 5 回貧困の連鎖対策研究会のご案内につ
いて
③八王子夢美術館からのご招待券について
④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について
⑤ポリオ撲滅支援企業の募集のご案内につい
て
⑥今後の例会予定＆クラブ行事について
・来週 10/24(火)はガバナー公式訪問・3 クラ
ブ合同例会振替休会
・次回例会は 10/26(木)ガバナー公式訪問・3
クラブ合同例会(12:30‑13:30)
会場：八王子ホテルニューグランド
・10/27(金)は地元密着型奉仕事業(秋の花植)
集合時間：13:30(15:00 終了予定)
集合場所：八王子市立第 4 小学校
・10/31(火)は特別休会
・11/7(火) は理事会(11:00‑12:00)
通常例会(12:30‑13:30)
会場：ザ・ビー八王子

本日の式次第
◎開会点鐘 佐藤武文会長(18：00)
◎ロータリーソング「我らの生業」
◎お客様のご紹介 佐藤武文会長
・近藤眼科本院院長 今野公士様
・東京サンライズ汐留RC
ロータリー財団委員長 松永晃享様
◎三分間スピーチおよび委員会報告
・坂本芳彦社会奉仕委員長
10/27(金)地元密着型奉仕事業について
・馬見塚潔IM実行委員
11/9(木)多摩南グループIMについて
◎お客様のご挨拶 東京サンライズ汐留RC
ロータリー財団委員長 松永晃享様
◎卓話 近藤義之研修・プログラム委員長
卓話者：近藤眼科本院院長 今野公士様
テーマ：｢近視・老眼・白内障、その目の知識ほ
んとですか？｣
◎お礼の言葉・閉会点鐘 佐藤武文会長(18：40)
☆.。.:*・゜懇親例会 ☆.。.:*・゜
司会：有川寿夫親睦委員長
★開会点鐘 佐藤武文会長(18：45)
★乾杯 加藤登研修・プログラム副委員長
★中締め 近藤義之研修・プログラム委員長
★閉会点鐘 佐藤武文会長(20：00)
◎出席報告

【メークアップ】
馬見塚潔会員 第 2 回 IM 実行委員会(10/16)
◎ニコニコ箱 水長秀彦親睦委員
１７名：計 55,000 円 累計 491,000 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(17：00)
※会長挨拶 佐藤武文会長
※議題
①｢2018‑19年度会長および
2019‑20年度会長｣について
※クラブ協議会閉会 山本武司幹事(17：30)
懇親例会にて左から
・近藤義之研修・
プログラム委員長
・ 橋 本幸 一ロー タ リ
ー財団委員長
・東京サンライズ
汐留 RC ロータリ
ー財団委員長
松永晃享様
・佐藤武文会長

内田智出席(奨励)委員長

会員総数

出席者数

出席率

欠席者数

前々回出席率

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ

欠席者数

賜暇

２５名

２２名

91.67%

２名

83.33%

１名

４名

１名

《 ニコニコ特集 》
佐藤武文君 本日は近藤眼科院長の今野様、卓話楽
しみにしていますのでよろしくお願いします。
山本武司君 本日、クラブ協議会よろしくお願いし
ます。
内田智君 所用に依りまして早退させて頂きます。
加藤登君 今野先生の卓話楽しみです。
木下政昭君 先日10月1日付けで最高裁判所より地
方裁判所の専門委員の任命を受けました。身の引
きしまる思いでいます。
小嶺 和昭君 昨日は一寸良いことがあった為か長
続きの雨の中、今日の例会は心晴々です。
近藤義之君 ニコニコに協力して！
坂本芳彦君 ニコニコに協力させて頂きます。
佐野武久君 近藤先生、今野様、お話楽しみにしてい
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
第 2 回クラブ協議会・臨時理事会
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

菅原孝君 今野先生、卓話楽しみです。
戸塚万豈君 夜間例会でニコニコ楽しく。
橋本幸一君 突然冬が来ました。秋はどこへ？近
藤先生お話楽しみにしています。
平塚徳則君 みなさん！寒い日が続いています。
風邪など引かない様に！ニコニコ協力します。
松宮兼房君 今野先生の卓話、楽しみにしており
ます。
馬見塚潔君 本日は今野先生のお話楽しみにして
おります。
三浦雄一君 ニコニコに協力して。
水長秀彦君 松永ロータリー財団委員長様、ようこそ
いらっしゃいました。今野近藤眼科院長様の卓話、
楽しみにしています。

《 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

東京八王子東ロータリークラブ/ＲＩ第２７５０地区多摩南グループ
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