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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！

通常例会 ＆ クラブ協議会

日時：2018年 7月17日(火)
会場：ザ・ビー八王子
司会：加藤 登 副幹事

森屋ガバナー補佐のご挨拶

会長スピーチ

橋本 幸一

クラブ協議会では活発なご議論を頂き有難
うございます。貧困の連鎖につきましては皆様
より忌憚のないご意見を頂きました。現実を知
るには是非７月３１日予定の無料塾「八王子つ
ばめ塾」の理事長小宮氏の講演会にご出席下さ
い。他クラブにも呼びかけ、又一般の方の参加
も歓迎します。入会にお誘いしたいとお思いの
方がおられましたら、お声をお掛け下さい。当
クラブの活動を知ってもらう大切な機会とな
ります。
会員増強につきましても魅力あるクラブに
する為のご議論を頂き、同好会のご紹介があり
ました。自らが参加し楽しいクラブでなければ
勧誘が出来ません。皆様にご意見を頂き有難う
ございました。
暑い日が続きます。健康に留意され次回の例
会への出席をお待ちしております。

≪親睦委員会≫ 坂本芳彦 委員長
＜東京八王子東 RC
納涼例会の開催について＞
2018 年 8 月 19 日(日)納涼例会は
エス・オー・エスこどもの村での夏
祭りへの参加となりました。裏高尾
にあるエス・オー・エスこどもの
村は児童養護施設です。クラブ会員間の親睦をは
かると共に、施設内部や運営を見学し、子ども達、
地元の町会の方々などとのふれあい等に、共に参
加し、それを経験することで、今後の活動方針の
一助としたいと思います。
具体的な活動内容として
(1) 綿あめをつくり、子供達へ提供する。
(機械はリース）
(2) スイカ割り大会などを検討中です。
場所は「八王子市裏高尾町 991」です。
詳細は、決まり次第、改めてご連絡します。

◎委員会報告

100％出席の表彰。

≪研修・プログラム委員会≫
小泉俊男 委員長

おめでとうございます。

水長 秀彦 幹事
① 地区からの西日本の被災地区への『義捐金の協力』
について
② 地区からの『ポリオ撲滅支援企業の募集』について
③ 7/3 初例会「会報｣の発行・配付について
④ 8/7 開催｢ガバナー公式訪問・3 クラブ合同例会｣
について
⑤ 今後の例会予定について
来週 7/24(火)は特別休会
次回例会は 7/31(火)
会場：ザ・ビー八王子
理事会
(16:30‑17:30)
総会・例会 (18:00‑18:50)
講演会
(19:00‑19:30)

◎幹事報告
本年度のクラブ基本方針のう
ちの一つに「例会でのスピーチ
を全員年 1 回以上行い、会員の
参加意識を高める」とあり、また、研修・プロ
グラム委員会の活動計画の中に「クラブ会員そ
れぞれの専門的職業を通じたスピーチを企画
する」とある。
そこで当委員会として卓話・スピーチ申込書
を 7 月 31 日の例会(7 月 24 日は休会)に配布す
るので、所要事項を記入の上、随時、事務局又
はプログラム担当(小泉)へ提出してください。

活発な意見交換のクラブ協議会風景

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「それでこそロータリー」
◎お客様のご紹介 橋本幸一 会長
◎出席報告
小嶺和昭 出席(奨励)委員長(12:50)
◎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
◎ガバナー補佐・グループ幹事ご挨拶
(13:10)
◎100％出席祝
坂本芳彦 親睦委員長 (13:20)
◎委員会報告
小泉俊男 研修・
プログラム委員長
坂本芳彦 親睦委員長
◎閉会点鐘
橋本幸一 会長
(13：30)
◎出席報告

【メークアップ】なし
◎ニコニコ箱 原田修吾親睦委員
13 名：計 45,000 円 累計 190,000 円
(年度予算 １,４００,０００円)

★クラブ協議会★
◎クラブ協議会開会
水長秀彦 幹事 (11:00)
◎会長挨拶
橋本幸一 会長
◎ガバナー補佐ご挨拶
森屋義政ガバナー補佐
◎議題
議長 橋本幸一 会長
①「貧困の連鎖への取組」について （11:10‑11:30)
②「会員増強(魅力あるクラブとするためには)」
について
(11:30‑11：50)
◎感想
森屋義政 ガバナー補佐
(11:50)
◎謝辞
橋本幸一 会長
◎クラブ協議会閉会
水長秀彦 幹事 (12:00)

小嶺和昭 出席委員長

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
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賜暇

２４名

１８名
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５名

91.67%

０名

０名

１名

《 ニコニコ特集 》
橋本幸一君 本日は森屋ガバナー補佐、坂本グル
ープ幹事ようこそおいで下さいました。ご苦労
様です。
水長秀彦君 森屋ガバナー補佐、坂本グループ幹
事様ようこそお越しいただきました。ごゆっく
りしていってください。
伊熊俊雄君 単身赴任を始めて4年半が経過しま
した。常に外食でしたが、昨日初めてギョーザ
を焼いてみました。新しい趣味が増えそうな予
感がします。
内田 智君 森屋義政ガバナー補佐、坂本光右グ
ループ幹事さんをお迎えしてのクラブ協議会大
変有意義に有り難うございました。
加藤 登君 森屋ガバナー補佐、坂本グループ幹
事本日はありがとうございました。私はロータ
リー2年達成です。
小嶺和昭君 森屋ガバナー補佐、ようこそお越し
くださいました。猛暑の中をご出席された皆様
にお会いできるのが楽しみのひとつになりまし
た。こぞってご出席下さいますよう！に。

《 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

近藤義之君 暑い日が続いております。水分補給塩
分補給を心がけて乗り切りましょう。
坂本芳彦君 森屋ガバナー補佐、坂本グループ幹事
ようこそお出で頂きました。1年間ご指導の程、
よろしくお願い致します。
佐藤武文君 本日は森屋ガバナー補佐、坂本グルー
プ幹事我がクラブのクラブ協議会にご来会いた
だきありがとうございました。今年度一年間よろ
しくお願いします。
菅原 孝君 本日は、森屋ガバナー補佐、坂本グル
ープ幹事おこし頂きありがとうございます。
千葉 謙一君 本日はお暑い中、森屋ガバナー補佐
様、坂本グループ幹事様、ようこそお越し頂きま
して、ありがとうございました。森屋様の会議で
のお話に感銘を受けました。いつも勉強になりま
す。これからもご指導頂けます様宜しくお願い致
します。
平塚德則君 森屋ガバナー補佐、坂本グループ幹事
ようこそおこし下さいました。とても有意義なク
ラブ協議会が開催でき、ありがとうございました。
松宮兼房君 ニコニコに協力します。
《 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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