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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30年 2月 6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

👈佐藤武文会長

先日の 2/3 は久しぶりに家で豆まきをしまし
た。節分というのは年に 4 回あるという事です。
立 春 や 立冬等 の 季 節の切 替 え の前日 が 節 分 と
言う事で、年に 4 回です。何故か 2/3 だけ豆ま
きをします。これは室町時代からだと聞いてお

例会受付風景👉

りますが、宮中で鬼退治をする為に豆をまいた
と言う話を聞いた事がありますので、お伝え致
します。今日は青年会議所の青田さんと後藤さ
んがお見えになっております。1/11 に八王子青
年 会 議 所の新 年 賀 詞交歓 会 に 参加さ せ て 頂 き
ました。エネルギッシュで若いっていいなと思
いました。八王子ホテルニューグランドに 250
名 の 大 勢の方 々 が 地方か ら も いらっ し ゃ っ て
おりました。その際に青田理事長が話した中に
｢耐雪梅香麗｣と言う言葉があり、その言葉に惹
かれました。後で色々調べたところ西郷隆盛が
詠んだ一節でした。その様に力強いメッセージ
をされた事を記憶しております。また、各委員
会がしっかりと方針を立て、実行し、報告して
いた事には感激しました。あの姿を見て当クラ
ブも委員会の在り方をもう少し考えて、委員会
の 役 割 をしっ か り 果たせ る よ うに進 め て 行 け
ればいいなと思いました。この後、幹事報告で
話があるかと思いますが、2/20(火)東京飛火野
RC との合同夜間例会、3/20(火)東京八王子 RC
との合同夜間例会があります。以前、東京八王
子 RC と合同例会をしたのは皆様の記憶にない
程です。その際には千葉会員のハーモニカを是
非、お願いします。それから、東京八王子 RC
より 2/22(木) 夜間例会｢八王子芸者衆〜お化

け〜｣のご案内が来ております。参加される
方はクラブで取り纏めて登録しますので事
務局にご連絡をお願いします。以上です。有
難うございました。

👈八王子森林
パトロール隊への
助成金贈呈
佐藤武文会長(左)
青田一宏様(中)
後藤隆博様(右)

◎幹事報告 原田修吾副幹事
①ロータリー日本財団およびロータリー米
山記念奨学会からの寄付金領収書の配布
について
②東京八王子 RC 夜間例会｢八王子芸者衆〜
お化け〜｣のご案内について
③東京昭島 RC 創立 50 周年記念式典・祝賀会
のご案内について
④ 2017‑18 年度奉仕のつどいのご案内につ
いて
⑤抜粋のつゞりその七十七」の配布について
⑥ガバナー月信 2 月号の発行について
⑦ミクロネシア医療船｢シーヘイブン号｣へ
の支援のお願いについて
⑧今後の例会予定について
2/13(火)は 2 回例会振替休会
次回例会は 2/20(火)
東京飛火野 RC との合同夜間 2 回例会
(18:00‑20:00)
会場：八王子ホテルニューグランド
ホストクラブ：東京飛火野 RC
⑨ 2018‑19 年度ロータリー手帳のご案内に
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
一般社団法人八王子青年会議所
・理事長 青田一宏様
・森林パトロール隊支援委員会委員長 後藤隆博様
◎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：古瀬和雄会員・有川寿夫会員
夫人誕生日：三浦さや香様
結婚記念日：木下政昭会員・小泉俊男会員
◎八王子森林パトロール隊への助成金の贈呈
佐藤武文会長
一般社団法人八王子青年会議所
・理事長 青田一宏様
・森林パトロール隊支援委員会委員長 後藤隆博様
◎会員増強褒章プレートおよび表彰状の贈呈
佐藤武文会長
佐藤武文会員・山本武司会員・古瀬和雄会員
◎三分間スピーチおよび委員会報告
橋本幸一会員… つばめ塾理事長の講演会のご案内
について
◎閉会点鐘 佐藤武文会長(13：30)
◎出席報告

【メークアップ】
橋本幸一会員 第 6 回貧困連鎖対策研究会(1/23)
山本武司会員
北海道 2500 ロータリーE クラブ(1/25)
木下政昭会員・水長秀彦会員・小嶺和昭会員
千葉謙一会員
2017‑18 年度第 1 回新会員セミナー(1/29)
坂本芳彦会員・大﨑久範会員
東京八王子西 RC(2/2)
◎ニコニコ箱 平塚徳則親睦委員
１２名：計 38,000 円 累計 938,000 円
(年度予算 １,４００,０００円)
ハッピーバースデーおめでとうございます🎁♡
有川寿夫会員(右)
佐藤武文会長(左)👇

古瀬和雄会員(右)👆
佐藤武文会長(左)

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

１９名

79.17%

５名

87.50%

８名

３名

１名

《 ニコニコ特集 》
佐藤武文君 本日は八王子青年会議所の青田理事
長、森林パトロール隊支援委員長 後藤様ようこそ
ご来会ありがとうございます。歴史ある八王子青
年会議所の増々のご活躍に期待します。
木下政昭君 結婚10周年、めでたいのですが、ダイ
ヤモンド業界の策略にはまってしまい日本列島を
襲う大寒波の様に懐に寒風が吹き荒れています。
小嶺和昭君 急遽特別な社用の為、不本意ながら欠
席で無念です。次回から又よろしくお願い致しま
す。
近藤義之君 インフルエンザが猛威をふるっており
ます。予防はマスクよりもまずは手洗い、消毒で
す。
千葉謙一君 この度は当クラブへ青田様、後藤様よ
うこそお越しくださいました。ゆっくりとおくつ
ろぎください。青田様とは古いお付き合いですの
で是非当クラブで私と活動をしてほしいと思いま
す。
《 2 月の予定 》 平和と紛争予防/紛争解決月間
6 日(火) 理事会・例会・三祝
会場：ザ・ビー八王子
13 日(火) 2 回例会振替休会
20 日(火) 東京飛火野 RC 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
27 日(火) 地区大会
会場：ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ新高輪

戸塚万豈君 立春も過ぎたのに寒い毎日です。風
邪をひかない様に注意しましょう。
橋本幸一君 青年会議所の皆様ようこそ。来年は
当クラブ会員ですね。
古瀬和雄君 今年も1ヶ月は過ぎたのですね。早い
早い、確実にあるところに向かっています。
松宮兼房君 ニコニコに協力して。
馬見塚潔君 青田様、後藤様、ようこそいらっし
ゃいませ。
三浦雄一君 途中退席します。すいません。
水長秀彦君 八王子青年会議所 青田理事長、後藤
森林パト委員長、ようこそお越しいただきまし
た。ごゆっくりお過ごしください。

《 3 月の予定 》水と衛生月間
6 日(火) 理事会・例会・三祝
会場：ザ・ビー八王子
13 日(火) 通常例会
会場：ザ・ビー八王子
20 日(火) 東京八王子 RC 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
27 日(火) 2 回例会振替休会
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