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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 3月 6日(火)

会場：ザ・ビー八王子
司会：有川 寿夫 親睦委員長
佐藤武文会長
会長スピーチ

会長スピーチ

佐藤 武文

皆様からニコニコを沢山頂きまして、有難う
ございます。今日は久しぶりに馬場さんに出席
頂き、こんなに楽しい例会になりました。また、
がございました。当クラブ 25 名中、15 名の方々
に参加して頂きました。地区大会は 10 年に 1
回、外国で開催されると決まっております。次

㊨例会風景
㊧受付 風景

ご出席をお願い致します。2/27(火)に地区大会

年度の橋本年度ではグアムで開催されます。地
区 大 会 ですの で 次 年度も 大 勢 の方に 参 加 し て
頂きたいと思っています。また、今年度の国際

ました。以上が地区大会の報告です。自身の報

大会が 6 月にあります。当クラブからは 9 名参

告ですが、地元密着型奉仕事業の件は坂本社会

加予定です。地区大会の際に RI 会長代理で田

奉仕委員長より報告して頂きます。もうひとつ

中作次様がいらっしゃいました。2/20(火)東京

は、京王八王子駅前ロータリーにもみの木があ

飛火野 RC 合同夜間例会の際に配布いたしまし

りましたが、枯れてしまい無くなってしまいま

たが、その方が綴った｢ロータリークラブ強化

した。そこに大きな木を植えて欲しいと依頼が

のヒント｣がございます。これに関し、地区大

ありました。多額な費用が掛かると心配してい

会の際の会長・幹事会で強く訴えかけられまし

ます。この近辺に桜の会というのがあり、そこ

た。104 項目箇条書きになっておりますので、

と 一 緒 に事業 が 出 来ない か と 商店会 長 よ り 申

解りやすく見やすいです。この中でこれだけは

し入れがありました。3/13(火)の春の花植えの

という纏めをお伝えしたいと思います。｢お金

日と重なって打合せがあります。当日は坂本社

ではない。奉仕の気持ちを絶対に持つ事。｣こ

会奉仕委員長にお任せ致します。よろしくお願

れが最初の言葉でした。それが印象的でした。

い致します。以上です。有難うございました。

次に｢朝起きて、今日は世間の人に対して何が
出来るか。｣これは皆さんどの様に考えており
ますか。｢地域の人達と関わりを深く持って支
援をする事。｣最後は｢人間は何をする為に生き
て来たのか。｣これを皆さん毎日自身に問いて
生 活 を しても ら い たいと い う 事を言 わ れ ま し
た。この 4 点を力強く仰っておられましたので
お伝えしておきます。さすが RI 会長の言葉と
思っております。以上が 1 点目です。もう 1 点
は会員増強です。40 歳以下の若い会員と女性会
員を増強して欲しいとのメッセージがござい

◎幹事報告 山本武司幹事
①地区大会参加の御礼と報告について
②今後の例会予定について
次回例会は来週 3/13(火)
例会(12:30‑13:15)
会場：ザ・ビー八王子
例会後、地元密着型奉仕事業(春の花植え)
集合時間：13:30〜(15:00 終了予定)
集合場所：八王子市立第 4 小学校校庭
クラブジャンパー着用
③京王八王子駅前ロータリーに大木を移植
する事業について

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
◎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：中川常彦会員・馬見塚潔会員
平塚德則会員
夫人誕生日：古瀬清美様・加藤今日子様
水長康代様・山本洋子様
結婚記念日：松宮兼房会員
◎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
3/13(火)地元密着型奉仕事業について
・近藤義之研修・プログラム委員長
Eクラブ一覧表配布について
・橋本幸一会長エレクト
①2018‑19年度役員発表について
②2/22｢つばめ塾｣の講演会の報告について
・馬場れい子会員…現況報告について
・有川寿夫親睦委員長
4/10(火)観桜移動2回例会について
◎閉会点鐘 佐藤武文会長(13：30)
◎出席報告

【メークアップ】
佐藤武文会長 RI3650 地区歓迎昼食会(2/26)
佐藤武文会長 クラブ会長・幹事会(2/26)
佐藤武文会長・山本武司幹事
RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会(2/26)
木下政昭会員・水長秀彦会員・小嶺和昭会員
平塚徳則会員・佐野武久会員・千葉謙一会員
新会員歓迎昼食会(2/26)
佐藤武文会長 PBG 歓迎昼食会(2/26)
橋本幸一会員 第 7 回貧困連鎖対策研究会(2/28)
松宮兼房会員 東京八王子南 RC(2/28)
戸塚万豈会員 東京八王子 RC(3/1)
佐藤武文会長 東京八王子西 RC(3/3)
◎ニコニコ箱 千葉謙一親睦委員
１１名：計 44,000 円 累計 1,035,000 円
(年度予算 １,４００,０００円)

ホワイトボードのチェック中👀

三浦雄一出席副委員長

初めてのニコニコ報告
千葉謙一会員💓

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

２１名

84.00%

４名

１００%

１５名

０名

０名

《 ニコニコ特集 》
佐藤武文君 今年度の地区大会に大勢の会員が参加
していただきありがとうございました。来年度の
地区大会は｢グアム｣ですのでよろしくお願いしま
す。
山本武司君 地区大会参加の皆さんお疲れさんでし
た。盛大な大会でガバナーも喜ばれたことと思い
ます。次年度の参加もよろしくお願い致します。
加藤登君 ニコニコに協力します。
小嶺和昭君 ようやく春が来た、という感じです。
馬場れい子さんのお顔を見て久しぶりの元気なお
姿に感激です。私の紹介者ですから…。
近藤義之君 次回、花植えの奉仕活動に参加できま
せんので、中ニコニコでお許し下さいm(̲̲)m

《 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

千葉謙一君 先日は、｢ツバメ塾｣の子どもの貧困
と教育格差の講演を聞き、とても感動しました。
講演会を開催して頂いた三浦雄一会員、ありがと
うございました。少しでも子供たちの力になりた
いと考えています。
橋本幸一君 13日よりPETSなので花植えは欠席し
ます。来年度が近づいてきました。来年度は子供
の貧困の連鎖をテーマとしますので宜しくお願
いします。
馬場れい子君 お久しぶりでございます！
古瀬和雄君 春が間近に来ていますが、花粉症で
悩まされています。
三浦雄一君 途中退席となります。すいません。
水長秀彦君 久々に馬場様のお顔を拝見できて嬉
しいです。ニコニコ。
《 4 月の予定 》母子の健康月間
3 日(火) 理事会・例会・三祝
会場：ザ・ビー八王子
10 日(火) 観桜夜間 2 回例会
会場：王の入園
17 日(火) 通常例会
会場：ザ・ビー八王子
24 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
例会：毎週火曜日 12 時 30 分～例会場・事務局：ザ・ビー八王子 八王子市明神町 4-6-12 TEL:042-646-0111・事務局直通 TEL:042-644-4135
公共イメージ委員会 古瀬 和雄・山本 武司・有川 寿夫・原田 修吾・加藤 登

URL http://www.hachioji-east-rc.org/

