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第1785回 通常例会
八王子4クラブ会長・幹事表敬訪問

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10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

本日は八王子４クラブの会長・幹事様ようこそ

◎お客様のご挨拶
【八王子 4 クラブ会長・幹事 表敬訪問】
東京八王子ＲＣ
会長 高橋 邦名 様・幹事 小星 重治 様
「クラブの活動を通して 『友情』を深めよう！」
東京八王子西ＲＣ
会長 峰尾 孚 様・幹事 小沢 孝志 様
「温故知新が変化を生む」
東京八王子南ＲＣ
会長 森田 貢士 様・幹事 神山 治之 様
「ありがとう ロータリー」
東京八王子北ＲＣ
会長 宮﨑 昌久 様・幹事 井草 公仁 様
「原点回帰」

おいで下さいました。今ニコニコのコメントに
多くの方が記入されました様に、西日本の豪雨
による水害で、多くの方が被災されています。
お見舞い申し上げるとともに、近く地区より何
らかの協力要請があるかと存じます。その節は
出 来 れ ば八王 子 ５ クラブ で 対 応した い と 存 じ
ております。皆様のご理解、ご協力の程宜しく

八王子ＲＣの高橋会長・小星幹事

八王子西ＲＣの峰尾会長・小沢幹事

お願い致します

笑顔で受付

和やかな控室の様子

八王子南ＲＣの森田会長・神山幹事

八王子北ＲＣの宮﨑会長・井草幹事

水長秀彦幹事
① 東京愛宕ＲＣ事務局の移転について
②『6/19 最終夜間 2 回例会』・
『6/26 夏の花植え』の
「会報」の完成・配付について
③『グアム地区大会』について
④「旅行積立」の再開について
⑤ 7/31「つばめ塾」小宮理事長の『講演会』について
⑥ 今後の例会予定について
次回例会は 7/17(火)
クラブ協議会(11：00〜12：00)
例会(12:30‑13:30)
会場：ザ・ビー八王子
ガバナー補佐、グループ幹事の来会があります。

◎幹事報告

今年一年間よろしくお願いいたします。

本日の式次第
◎開会点鐘

橋本幸一 会長

(12：30)

◎ロータリーソング「奉仕の理想」

【メークアップ】

◎お客様のご紹介

佐野武久会員
青少年奉仕委員会インターンシップ委員会（6/28)
加藤登会員
2018‑19 第 1 回米山記念奨学委員会セミナー

橋本幸一 会長

◎記念撮影
◎出席報告
小嶺和昭 出席(奨励)委員長
◎ニコニコ報告
坂本芳彦 親睦委員長
◎会長スピーチ
橋本幸一 会長
◎幹事報告
水長秀彦 幹事
◎八王子4クラブ会長・幹事ご挨拶
◎閉会点鐘
橋本幸一 会長
(13：30)
◎出席報告

◎ニコニコ箱 坂本芳彦親睦委員長
18 名：計 58,000 円 累計 145,000 円
(年度予算 １,４００,０００円)

小嶺和昭 出席委員長
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《 ニコニコ特集 》
馬場栄次様 橋本会長の門出を祝して。
橋本幸一君 八王子4クラブ会長幹事の皆様よう
こそおいでくださいました。
水長秀彦君 4クラブ会長・幹事様ようこそお越しい
ただきまして誠にありがとうございます。今年度
一年間どうぞよろしくお願いいたします。
伊熊俊雄君 腰の痛みも回復し、ゴルフへ行ったら、
久しぶりに80台が出ました。更にがんばります。
内田 智君 こんにちは。八王子4クラブ会長・幹
事様ようこそいらっしゃいました。
加藤 登君 4クラブ会長・幹事様ようこそ東クラブへ。
小嶺和昭君 猛暑の中、各幹事の方々ようこそおいで
下さいました。楽しくこの時間をお過ごしください。
坂本芳彦君 八王子4クラブの会長・幹事よくおいで頂
きました。ロータリー活動、ご指導お願い致します。
佐藤武文君 本日は八王子4クラブの会長・幹事の
皆様ようこそご来会ありがとうございます。今
年度一年間東クラブをよろしくお願いします。
佐野武久君 皆様、ようこそ八王子東ロータリー
クラブへ。心から歓迎致します。
菅原 孝君 4クラブ会長・幹事、暑いなか表敬訪
問ありがとうございます。

《 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

戸塚万豈君 西日本の豪雨大変なことになり
ましたね。早く正常な天気になり、無事自宅
に帰られる様祈ります
千葉謙一君 八王子4クラブの会長、幹事様、こ
の度は私たちの東クラブへようこそお越し下
さいました。本日は楽しいひと時をお過ごし
下さい。また災害にあわれた西日本、広島エ
リアの早い災害復旧を切に願っております。
馬場れい子君 八王子4クラブ会長幹事様よう
こそお越しくださいました。ゆっくりくつろ
いでください。
平塚德則君 八王子4クラブの会長・幹事様よう
こそ！懇親を深め楽しい例会にしましょう。
松宮兼房君 平成30年7月豪雨にみまわれて亡
くなられた方の御冥福をお祈りし行方不明
者の一日も早い捜索と被害にあわれた方々
の一日も早い復興をお祈り申し上げます。
馬見塚潔君 水害にあわれた皆様にお見舞い
申し上げます。
山本武司君 4クラブの会長・幹事さん、よう
こそおいで下さいました。所信表明楽しみに
しております。

《 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(お盆休会)
19 日(火) 納涼夜間 2 回例会
会場：エス・オー・エスこどもの村
21 日(火) 納涼夜間に振替
28 日(火) 通常例会
会場：ザ・ビー八王子
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