東京八王子東ロータリークラブ

2018-2019

創立 ―― 1980.12.23
会長 ―― 橋本 幸一
幹事 ―― 水長 秀彦

第1784回

橋本年度初例会

ＲＩ会長
バリー・ラシン
会 長 テーマ インスピレーションになろう

クラブ会長標語 今何が出来るか 何をすべきか
考え、行動しよう！

日時：2018年 7月 3日(火)

会場：ザ・ビー八王子
司会：加藤 登 副幹事

会長スピーチ

橋本 幸一
本日の初例会、
2 度目の会長なの
で今日はそれなり
のことを言おうと、
寝ずに、ワールド
カップも観ずに、
スピーチを考え

てきました。しかし本日ほとんど全員の方のご

バッチ引継ぎ(会長、幹事)

***********************************************

◎会員スピー チ

出席、又多くの方からニコニコを頂き、感激の
あまり全て忘れてしまいました。ただただ皆さ
まのお気持ちにお礼を申し上げる次第です。
今年度は新しい事にチャレンジしますが、事
務局も変わり、皆様にご不便をお掛けすること
もあると思いますが、何卒ご容赦頂きたくお願
い申し上げます。一年間役員ともども宜しくお
願い致します。

本日の式次第

司会をする加藤登副幹事

◎認証状、木槌引継、会長・幹事バッチ引継ぎ
◎開会点鐘 橋本幸一 会長(12：30)
◎国歌斉唱 「君が代」
◎出席報告 小嶺 和昭 出席(奨励)委員長
◎三祝(ﾊｯﾋﾟｰﾊﾞｰｽﾃﾞｰｿﾝｸﾞ)坂本芳彦 親睦委員長
会員誕生日：原田修吾 会員・木下政昭 会員
菅原 孝 会員
夫人誕生日：松宮千鶴子 様・有川弘美 様
小嶺惠美子 様
結婚記念日：有川寿夫 会員
◎役員・理事紹介
水長秀彦 幹事
◎会長挨拶
橋本幸一 会長
◎幹事挨拶及び報告 水長秀彦 幹事
◎会員スピーチ
有川寿夫 会員
◎委員会報告
佐野武久 会員
◎閉会点鐘
橋本幸一 会長(13：30)

有川 寿夫 会員
現在最大の経営課題になっている人手不足について
お話しします。今後 10 年で生産年齢人口が 1,000 万人
減少すると言われています。その中でいかに募集するか
が重要になってきます。採用に苦戦する企業の特徴
① 給与が他社より低いから、人が集まらないと思って
いる。
② できれば経験者・即戦力を採用したいと思っている。
③ 求職者に対して、どう自社を魅力的に見せて選んで
もらうのか策を練っていない。
④ 安全・事故対策やコンプライアンスの徹底に真剣に
取り組んでいない。
⑤ 人を集めるのには、ポータルサイトや紙媒体などの
求人広告にお金をかけるしかない、と思っている。
以上の様に考えている企業が、募集が集まらない企業の
特徴です。さてどうしたらよいか
その答えは又いずれどこかで。

◎幹事報告 水長 秀彦 幹事
①橋本年度上期会費・予納金のお願いの配付に
ついて
②大﨑会員の退会に伴い変更した組織表の配付
について
③活動計画書、会員名簿の配付について
④11/7 開催「ポリオ撲滅チャリティーピアノリ
サイタル」(東京広尾ＲＣ主催)について
⑤次回例会は 7/10(火)
例会(12:30‑13:30)会場：ザ・ビー八王子
八王子 4 クラブ会長・幹事表敬訪問

◎新役員・理事の紹介 水長 秀彦 幹事
役 員
会 長
橋本 幸一(理事)
会長エレクト・副会長 平塚 德則(理事/会員増強特別委員長兼務)
直前会長 佐藤 武文 (理事/会員増強特別副委員長・社会奉仕委
員・ロータリー財団委員兼務)
幹 事
水長 秀彦(理事/公共イメージ副委員長兼務)
副幹事
加藤 登 (理事/米山記念奨学委員長・S.A.A 委員兼務)
副幹事・会計 木下 政昭(理事/貧困の連鎖研究委員長・国際奉仕
副委員長・S.A.A 委員兼務)
会場監督 山本 武司(理事/出席副委員長・公共イメージ委員兼務)
会計監査 坂本 芳彦(理事/親睦委員長・社会奉仕副委員長・
米山記念奨学委員兼務)

理 事
職業奉仕委員長

橋本幸一会長、水長秀彦幹事、松宮兼房会員
佐藤武文会員、近藤義之会員
トロント国際大会 (6/23)
◎ニコニコ箱

馬見塚 潔 親睦副委員長

19 名：計 87,000 円 累計 87,000 円
(年度予算 １,４００,０００円)

戸塚 万豈(出席委員兼務)

《 ニコニコ特集 》
橋本幸一君 「暑」ニモ負ケズ「ワールドカップ」ニモ
負ケズ「挑戦」スル人ニ私ハナリタイ。会務活動に皆
様のご理解ご協力、何よりもご参加をお願いします。1
年間宜しくお願い致します。
水長秀彦君 皆様のご協力なくして全うできない幹事職
です。楽しいロータリーライフを送っていただけるよ
う努めますので、一年間どうぞよろしくお願いします。
有川寿夫君 今年も1年宜しくお願いします。
伊熊俊雄君 橋本新会長、よろしくお願いいたします。
内田 智君 橋本年度のスタートをお祝いして‼
加藤 登君 橋本年度を祝してニコニコします。
小泉俊男君 新年度がスタートしました。今年度もよろ
しくお願いします。
小嶺和昭君 初の橋本新体制下しっかり、明るくがんば
っていきましょう。皆様一丸となって進みましょう。
近藤義之君 いよいよ橋本年度の船出ですね。微力なが
ら新しい国際奉仕委員長として頑張りますので、皆さ
ま宜しくお願い申し上げます。先日、トロントの国際
大会に参加した際に、名古屋のあるクラブからガバナ
ー補佐としてご参加のロータリアンと友人になりまし
た。お話を伺ってわかったのですが、息子さんは名古
屋の病院の眼科の先生でした。ロータリーならではの
出会いですね。今年度も良い出会いがありますよう
に！

◎出席報告

【メークアップ】

坂本芳彦君 橋本・水長年度の船出を祝して！
よろしくお願い致します。
佐藤武文君 新年度を迎え橋本会長、水長幹事一年間よ
ろしくお願いします。そして皆でロータリーを楽しも
う‼
佐野武久君 橋本年度、たのしみにしています。インタ
ーンシップ委員会、職業体験いろいろとご協力ありが
とうございます。
菅原 孝君 本日から橋本会長年度！本年は微力なが
ら協力できる事が多くなればと思っています。
千葉謙一君 橋本会長の年度がスタートしました。会員
の皆で一致団結して楽しいクラブにしたいと思いま
す。事務局の平塚敬子さんもあせらず、ゆっくりと頑
張って下さいね。
戸塚万豈君 橋本年度の始まりです。おめでとうござい
ます。良い年であります様に。
馬場れい子君 橋本会長・水長幹事、新年度の船出を祝
して。その船で世界一周したいです。
古瀬和雄君 橋本年度初例会です。今期一年間宜しくお
願い致します。
松宮兼房君 橋本会長、水長幹事、この一年よろしくお
願い致します。また、カナダでは大変お世話になりま
した。
山本武司君 橋本丸の船出を祝して。
船が転覆しないよう船長はしっかりと操舵して下さ
い。ソーダ、ソーダ！

小嶺和昭出席(奨励)委員長
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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 佐野 武久・水長 秀彦・山本 武司・千葉 謙一

《 7 月の予定 》
3 日(火) 理事会・引継ぎ・初例会（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) 8 月分理事会・総会・夜間例会（三祝）・講演会
会場：ザ・ビー八王子

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

《 8 月の予定 》 会員増強・新クラブ結成推進月間
7 日(火) ガバナー公式訪問・3 クラブ合同例会
会場：京王プラザホテル八王子
14 日(火) 2 回例会振替休会
未定
納涼夜間 2 回例会
会場：未定
28 日(火) 通常例会
会場：ザ・ビー八王子

