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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12月12日(火)

会場：ザ・ビー八王子
司会：馬見塚 潔 副幹事

会長スピーチ

佐藤 武文

改めまして、こんにちは。今日は佐野武久新
会員、イニシエーションスピーチを宜しくお願
い致します。その後、会員増強各グループディ
スカッションがございますので、宜しくお願い
致します。次回例会は来週のクリスマス夜間 2
回例会ですが、千葉新会員のハーモニカとギタ
ーリストの方の生演奏、15〜20 分程度で良い音
色 と ハ ーモニ ー を 宜しく お 願 い致し ま す 。 先
日、エス・オー・エスこどもの村へクリスマス
プレゼントの贈呈に行って参りました。そのお
礼状が来ておりますので、ご報告をさせて頂き
ます。先程、内田会員からお話がありましたが、
毎年暮れに富士フィルムで開催している 100 人
展に入選したとの事です。15 日から 28 日まで
開催しております。内田会員のお写真をはじめ
素晴らしい作品があり、普通の写真展とは違い
感動する事が多いです。是非、足を運んで頂け
ればと思います。今日はこの後の 15 分をイニ
シエーションスピーチ、その後の 15 分を会員
増強各グループディスカッション、宜しくお願
い致します。有難うございました。

◎幹事報告 馬見塚潔副幹事
①今後の例会予定について
次回例会は 12/19(火)
クリスマス夜間 2 回例会(18:00‑20:00)
会場：八王子ホテルニューグランド
千葉謙一新会員のイニシエーションスピー
チとブルースバンド・マッカランのハーモ
ニカ＆ギターの演奏がございます。

◎イニシエーションスピーチ
株式会社日本テレフォニー
代表取締役 佐野武久新会員
1959 年(昭和 34 年)5 月 6 日、神奈川県横浜市鶴見
区に父 登（ノボル）母 妙子（タエコ）の第一子（長
男）として生まれました。「武久」と言う名前の由
来ですが、四文字熟語の、「武運長久」からとった
と聞いています。意味は皆様ご存知の通り「武人と
して戦いや戦場で幸運が長く続くように！」と言う
事で、出兵の時には「武運長久」を家族が祈ったと
されています。もう一つは母のすぐ下の弟「武人」
からとったとも言われています。私がロータリーク
ラブに入会する一つの要因にもなっています。叔父
「武人」は祖父が他界したあと、祖父が経営してい
た建築設計事務所のあとを継いで、幼い弟や妹たち
の生活を支えた立派な人間として母から聞かされ
ていました。その叔父が長い間、「福岡県直方市ロ
ータリークラブに所属していて会長も務めていた」
という事です。今回私がロータリークラブに入会し
たことを母に告げた時も「ロータリークラブに入れ
る様な立派な人間になったんだね！」と喜んでくれ
ました。そして 2 歳の時に弟が生まれますが、母は
産後の肥立ちが悪く、体調を崩して、1 年近く入院
をすることになります。そのため、私を育てること
ができず、私は母の実家である福岡県直方市に預け
られることになります。母の実家で私は 2 歳から 4
歳までの 2 年間を暮らす事になるのですが、当時建
築設計事務所を経営していた祖父は初孫になる私
をとても可愛がってくれました。私は 4 歳になると
横浜の父母と弟のところへ帰るのですが、2 年ぶり
に会った母親へ一言「おばちゃんだれ！」と言った
そうです。お母さんだと言われると、「僕の母ちゃ
んは九州にいる。」と言ったそうです。母は「涙が
止まらなかった。」と言っていました。(抜粋)※全
文はイニシエーションスピーチ集をご覧下さい。
馬見塚潔副幹事

佐野武久新会員

本日の式次第
【メークアップ】
橋本幸一会長エレクト・水長秀彦次年度幹事
2018‑19 年度第 1 回多摩南グループ協議会
(12/11)
◎ニコニコ箱 木下政昭親睦委員
１０名：計 36,000 円 累計 700,000 円
(年度予算 １,４００,０００円)

◎開会点鐘 佐藤武文会長(12：30)
◎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
◎三分間スピーチおよび委員会報告
◎会員増強各グループディスカッション
グループA：内田智委員長・有川寿夫副委員長
グループB：佐藤武文委員長・戸塚万豈副委員長
グループC：橋本幸一委員長・原田修吾副委員長
グループD：馬見塚潔委員長・山本武司副委員長
◎閉会点鐘 佐藤武文会長(13：30)

◆2018-19 年度第 1 回多摩南グループ協議会◆
日時：2017 年 12 月 11 日(木)18:00～
会場：なか安

ロータリーソング斉唱♪

ニコニコ報告😊
木下政昭会員

◎出席報告

協議会真っ最中👆
協議会後の懇親会でのご挨拶
橋本幸一会長エレクト 左)橋本幸一会長エレクト
水長秀彦次年度幹事
右)水長秀彦次年度幹事

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

２６名

２０名

80.00%

５名

１００%

２名

０名

１名

《 ニコニコ特集 》
佐藤 武文君 本日は新入会員の佐野様のイニシエ
ーションスピーチがありますので、楽しみにして
います。
山本武司君 体調不良が続き、例会を休むことが多
くて、幹事の仕事が全うできませんで申し訳ござ
いません。回復した暁には又、皆様と一杯やりた
いと思います。
内田 智君 佐藤会長さんからご紹介を頂き誠に有
難うございます。今年もお陰様で入選することが
出来ました。ご高覧頂ければ嬉しいです。宜しく
お願いします。
小嶺 和昭君 大きな寒波で急激に冷たい空気にお
そわれますが皆様お身体には十分お気を付けく
ださいます様に…。

《 12 月の予定 》 疾病予防と治療月間
5 日(火) 理事会・例会・三祝・年次総会
会場：ザ・ビー八王子
12 日(火) 通常例会
会場：ザ・ビー八王子
19 日(火) クリスマス夜間 2 回例会
会場：八王子ﾎﾃﾙﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞ
26 日(火) 2 回例会振替休会

近藤義之君 ノーベル平和賞のニュースに喜び、
ニューヨークでのテロのニュースに胸を痛めて
おります。ロータリアンが世界平和に貢献できる
ことを願って。
佐野武久君 イニシエーションスピーチ、がんば
ります。
千葉謙一君 本日、12月12日は私の結婚記念日で
す。23回目になりました。妻はロータリークラブ
の活動に好意的ですので、とてもニコニコです。
中川常彦君 来る15日、総務省に於いて野田聖子
総務大臣と新春対談を行います。八王子東クラブ
員として恥ずべきことなく頑張って来ます。クリ
スマス会はごめんなさい。
松宮兼房君 佐野さんのイニシエーション、楽し
みにしていました。
水長秀彦君 佐野さんのイニシエーションスピー
チ、楽しみにしています。
《 1 月の予定 》 職業奉仕月間
1 日(火) 年始特別休会
9 日(火) 理事会・新春初例会・三祝
会場：ザ・ビー八王子
16 日(火) 夜間 2 回例会(新年会)
会場：八王子ﾎﾃﾙﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞ
23 日(火) 通常例会
会場：ザ・ビー八王子
30 日(火) 2 回例会振替休会
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