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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

第1765・1766回 東京飛火野RCとの合同夜間2回例会 (ホスト：東京飛火野RC)
日時：平成30年 2月20日(火)
会場：八王子ホテルニューグランド
司会：東京飛火野RC副幹事 長谷川 嘉則様

会長スピーチ

佐藤 武文

皆様こんばんは。今日は東京飛火野 RC さん
との合同例会を楽しみにしておりました。吉
田様がどのような話をされるのか楽しみで
す。今年度 3 度目の合同夜間例会となってお
ります。なかなか他のクラブとの合同例会と
いうのはあまりございませんが、東京飛火野
RC さんとだけは今年は 3 回ありました。前回
の 2 回目は皆様とゴルフをしながらの例会で
楽しいひと時を過ごせました。今後とも宜し
くお願い致します。私共の東京八王子東 RC
の事でお伝えをしたいことがあります。12 月
から次々年度の会長が決まらず困っており
ましたが、次年度は橋本会員に決まっており
ましたが、次々年度が 3 か月かけてようやく
決まりました。平塚会員です。平塚さんは入
会して間もなくまだ半年です。会長就任まで
後 1 年半、延べにして 2 年間です。皆様のご
協力を是非お願い致します。以上です。有難
うございました。

会長スピーチ：佐藤武文会長

仲良くニコニコ♡
カンパーイ♥
更なる親睦を深めて

水長秀彦次年 度幹事
中締め！

◎幹事報告 山本武司幹事
①八王子森林パトロール隊への助成金のお礼
状受領について
②八王子 5 クラブ合同親睦ゴルフコンペにつ
いて
③RI 会長代理田中作次様の｢ロータリー・クラ
ブ強化のヒント｣配布について
④今後の例会予定について
来週 2/27(火)は地区大会
本会議開会点鐘：13:00
会場：グランドプリンスホテル新高輪
次回例会は 3/6(火)
理事会(11:00‑12:00)
例会(12:30‑13:30)
会場：ザ・ビー八王子

本日の式次第
◎開会点鐘
東京飛火野RC会長 小髙俊明様(18：00)
◎ロータリーソング ｢それでこそロータリー｣
ソングリーダー 東京飛火野RC本田誠様
◎お客様のご紹介 東京飛火野RC会長小髙俊明様
・東京足立RC 吉田和敏様・令夫人博子様
・糸井司様
◎卓話 吉田和敏様(JBCレフェリー)
卓話テーマ：｢ボクシングのおかげ｣
◎御礼 佐藤武文会長
◎閉会点鐘 佐藤武文会長(19：00)
☆.。.:*・゜懇親例会 ☆.。.:*・゜
司会：東京飛火野RC親睦委員長 平吹正義様
★開会点鐘 佐藤武文会長(19:00)
★乾杯 東京飛火野RC会長エレクト 天野武雄様
★中締め 水長秀彦次年度幹事
★閉会点鐘 佐藤武文会長(20：00)
◎出席報告

【メークアップ】
橋本幸一会員・水長秀彦会員
2018‑19 年度補助金管理セミナー(2/7)
坂本芳彦会員・大﨑久範会員
東京八王子南 RC(2/14)
橋本幸一会員・水長秀彦会員
2018‑19 年度第 2 回多摩南グループ協議会
(2/19)
佐野武久会員
2018‑19 年度青少年奉仕関連 5 委員会合同会議
(2/19)
◎ニコニコ箱 原田修吾親睦副委員長
１７名：計 53,000 円 累計 991,000 円
(年度予算 １,４００,０００円)

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

２５名

１００%

０名

87.50%

７名

３名

１名

《 ニコニコ特集 》
佐藤 武文君 本日は東京飛火野ロータリーの皆様
との合同例会を楽しみにしています。又、吉田レ
フェリー様の卓話も興味津々です。
山本武司君 貧者の一灯です。
内田 智君 ピョンチャンオリンピック日本選手の
活躍、将棋界十五才藤井六段共に素晴らしい。飛
火野RCさんとの合同例会楽しませて頂きます。
加藤登君 吉田様の卓話、楽しみです。
小泉 俊男君 飛火野RCの皆様よくおいで下さいま
した。宜しくお願い申し上げます。
小嶺 和昭君 飛火野の皆様ようこそお越し下さい
ました。今日のこの場を大いにお互い楽しみまし
ょう。
近藤義之君 ニコニコに協力。
坂本芳彦君 飛火野RCの皆様、合同例会御世話にな
ります。楽しく過ごさせて頂きます。
佐野武久君 昨日、青少年奉仕委員会の会合に出席
してまいりました。たいへん勉強になりました。
《 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

千葉謙一君 ようこそ、飛火野ロータリークラブ
の皆様。本日はごゆっくりとおくつろぎくださ
い。吉田様の卓話も楽しみにしております。
戸塚万豈君 新しい年を迎えて飛火野ロータリー
クラブさんと合同例会、今年もよろしくお願い致
します。
橋本幸一君 飛火野の皆様、一緒に楽しみましょ
う。来年もよろしくお願いします。
平塚徳則君 本日は東京飛火野ロータリーの皆
様、ようこそ！
古瀬和雄君 合同例会楽しみです。
松宮兼房君 飛火野の皆様、今年もよろしくお願
い致します。
馬見塚潔君 飛火野ロータリークラブの皆様、本
日はよろしくお願い致します。
水長秀彦君 東京飛火野RC様との合同例会、楽し
みにしていました。楽しいひと時をご一緒できる
ことに感謝致します。
《 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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