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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

日時：平成30年 6月 5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

5 月 25 日(金)第 5 回八王子 5 クラブ合同親睦
ゴルフコンペに 9 名で参加し、準優勝を致しま
した。団体 2 位の賞金を頂いております。これ
をどうするかこの後考えたいと思います。次に
事務局のパソコン購入を予定しておりました

佐藤武文会長

が、加藤会員より事務局に高性能なパソコンを
寄贈して頂きました。有難うございました。次
に前回の例会で、伊熊俊雄新会員と新事務局の
歓迎会を今年度中にしたいとお話を致しました
が、年度末の行事の都合もあり、また 1 人でも
多くの方にご参加して欲しいとの思いから次年
6/26(火)花植えの件ですが、当クラブでは私、
橋本会員、松宮会員、水長会員の 4 名が 6/21(木)
〜27(水)までトロント国際大会に参加しますの
で、当日はおりません。坂本社会奉仕委員長に
お願いしてありますのでご協力を宜しくお願い

山本武司幹事
例会風景です！
千葉謙一会員お顔半分
小嶺和昭会員お顔半分
松宮兼房会員横顔と指
加藤登会員俯き加減
菅原孝会員後姿
伊熊俊雄会員横顔

度に持ち越して開催したいと思います。最後に

橋本幸一会長エレクト

致します。以上です。有難うございました。

第 5 回八王子 5 クラブ合同親睦ゴルフコンペ
日時：2018 年 5 月 25 日(金)
場所：八王子カントリークラブ
👈堂々の第 2 位に入賞
しました！！
次年度は必ず優勝を
狙います♡
一致団結して、頑張り
ま～す

ニコニコ顔で颯爽と走り出し👉
そうな平塚德則会員です😊
後方には馬見塚潔会員も
ニコニコ顔でパチリ📷👀

◎幹事報告 山本武司幹事
①橋本年度上期例会予定表の配布について
②八王子チャイルドライン コッコロ から
の支援金のお礼状について
③2018‑19 年度 S.A.A 委員会の方々へ次年度
RI 会長テーマ差替えについて…6/12(火)
例会後にします。
④今後の例会予定について
次回例会は来週 6/12(火)
例会(12:30‑13:30)
会場：ザ・ビー八王子
伊熊俊雄交代会員のイニシエーションス
ピーチがございます。

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)原田修吾親睦副委員長
夫人誕生日：原田聡子様
結婚記念日：馬見塚潔会員
◎三分間スピーチおよび委員会報告
・馬見塚潔2018‑19年度IM実行委員…
2018‑19年度第1回IM実行委員会の報告の件
・橋本幸一会長エレクト…2018‑19年度の件
・山本武司幹事…カナダトロント国際大会の件
◎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・有川寿夫会員・大﨑久範会員
小嶺和昭会員・千葉謙一会員・平塚德則会員
古瀬和雄会員・馬見塚潔会員・水長秀彦会員
八王子 5 クラブ合同親睦ゴルフコンペ(5/25)
平塚德則会員 2018‑19 年度会員増強インスピレ
ーションセミナー(5/28)
内田智会員・大﨑久範会員・木下政昭会員
東京八王子北 RC(5/28)
木下政昭会員 第 9 回貧困連鎖対策研究会(5/29)
大﨑久範会員 東京飛火野 RC(5/29)
大﨑久範会員 東京八王子南 RC(5/30)
大﨑久範会員・木下政昭会員
東京八王子 RC(5/31)
馬見塚潔会員
2018‑19 年度第 1 回 IM 実行委員会(6/4)
◎ニコニコ箱 千葉謙一親睦委員
１２名：計 38,000 円 累計 1,415,000 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

２１名

84.00%

４名

95.83%

１９名

１名

０名

《 ニコニコ特集 》
佐藤武文君 今年度より始めた地元密着型奉仕事業
の 花 植 え に つ い て 6月 26日 (火 )第 3回 目 を 行 い ま
す。私はトロントへ行く予定ですので、1人でも多
くの皆様が参加して頂けますようお願いします。
山本武司君 今年度最後の理事会が恙無く終了いた
しました。理事の皆さま、ご協力ありがとうござ
いました。
伊熊俊雄君 先日のギックリ腰以降、長い間歩けな
いという日々が続いておりますが、負けるもん
か！ここはあえてニコニコ。
加藤 登君 ニコニコ協力です。
小嶺和昭君 新年度を迎え、団結して、より信頼さ
れるロータリークラブに発展していきましょう。
菅原 孝君 すっかり暑くなりました。ニコニコ強
力致します。

《 6 月の予定 》ロータリー親睦活動月間
5 日(火) 理事会・例会・三祝
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) 最終夜間 2 回例会
会場：八王子ホテルニューグランド
26 日(火) 2 回例会振替休会

千 葉 謙 一 君 5月 25日 の ロ ー タ リ ー ク ラ ブ 5ク ラ ブ
合同コンペでは、我がクラブは2位の成績をおさ
める事が出き、本当にニコニコです。今後も5ク
ラブの中で八王子東ロータリークラブの結束力
を表現していきたいと考えています。
橋本幸一君 今年度も残りわずか。ニコニコに協力
します。
馬場れい子君 ニコニコに協力します！皆様、私、
血圧が高いのでどうぞ大事にして下さいね♡
平塚德則君 5月25日八王子カントリーにおいて、5
クラブ合同ゴルフコンペが行なわれ、第2位に入
賞致しました。みなさんニコニコしていました。
松宮兼房君 平成最後の宮中新嘗祭の献穀米のお
田植祭を務めてまいりました。
水長秀彦君 今年度最終の月です。充実した締めく
くり月間にしましょう。
《 7 月の予定 》
3 日(火) 理事会・例会・三祝
会場：ザ・ビー八王子
10 日(火) 通常例会
会場：ザ・ビー八王子
17 日(火) クラブ協議会・通常例会
会場：ザ・ビー八王子
24 日(火) 特別休会
31 日(火) 夜間例会
会場：ザ・ビー八王子
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