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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 ！

第1787回 総会・例会・講演会
日時：2018年 7月31日(火)
会長スピーチ

橋本 幸一

会場：ザ・ビー八王子
司会：加藤 登 副幹事

◎講 演 会 報 告 （ 抜 粋 ）
八王子つばめ塾 小宮位之理事長を迎えて

本日は総会・例会と講演会と続きます。
皆様ご苦労様です。
本年度貧困の連鎖への取組を一年間の
テーマとしました。その一環として貧困の
連鎖への認識を深める為に、「八王子つば
め塾」の小宮理事長をお招きしご講演頂く
こととなりました。一般の方もお呼びして
おりますので、ロータリーの活動の一端を
知って頂く機会となればと思っています。

三祝発表の佐野武久会員

誕生日新聞を手にポーズ!

◎幹事報告 水長秀彦 幹事
① 事務所移転のお知らせ
(東京田園調布 RC と東京蒲田 RC)
② 幹事変更(東京麻布 RC)
③ RI 認定の親睦団体である
「ロータリー囲碁同好会」について
④ 会報が 2 号分の発行について(7/10＆7/17)

貧困家庭の子どもの現状
を熱く語る小宮理事長

＊＊＊＊＊

スピーチする内田 智会員

貧困の連鎖研究委員会 委員長 木下 政昭
例会後、19 時から NPO 法人八王子つばめ
塾 理事長の小宮位之(こみやたかゆき)氏に
よる講演会を開催しました。演題は「教育
格差を考える ～無料学習塾を通した子ど
もの支援～」
八王子つばめ塾は、2012 年 9 月に八王
子で開設された、経済的に子供を塾に通わせることが困難な
家庭の子どもに対して、無料で勉強を教える学習塾です。開
設から 5 年半、現在では講師 70 名に対して生徒 90 名、教室
数も 7 教室という規模にまで成長しました。
日本における貧困の状況、貧困の連鎖から子どもを抜け出
させる必要性について、小宮氏ご自身の体験も踏まえながら
丁寧にご説明いただきました。
これまで、貧困について認識されていなかった会員、ご来
会いただいたみなさんも、今回の講演をお聴きになられ、貧
困の連鎖を断ち切ることの重要性、そのための無料塾の存在
意義について十分ご理解いただけたのではないでしょうか。
次のステップは、
「東京八王子東ロータリークラブ」をはじ
め、私たちがつばめ塾に対してどのような支援をしていくの
かを考えることだと思います。

講演に聞き入る参加 者の皆さん

⑤「グアム地区大会」のお誘い
⑥ 今後の例会予定について
次回例会は 8/7(火)
ガバナー公式訪問・3 クラブ合同例会
(11:50 集合、例会/12:30-13:30)
会場：京王プラザホテル八王子

本日の式次第
◎開会点鐘
橋本幸一 会長(18：25)
◎ロータリーソング 「奉仕の理想」
◎お客様のご紹介
橋本幸一 会長
◎三祝(ﾊｯﾋﾟｰﾊﾞｰｽﾃﾞｰｿﾝｸﾞ) 佐野武久 親睦委員
会員誕生日：戸塚万豈 会員(8/25)
木下政昭 会員、菅原 孝 会員、
原田修吾 会員(7月生まれの会員へも授与)
結婚記念日：内田 智 会員
◎会長スピーチ
橋本幸一 会長
◎三分間スピーチ
内田 智 会員(前編)
◎閉会点鐘
橋本幸一 会長(18：55)

＊総会＊（18：00-18：25）
議長：橋本幸一 会長
議題：｢2017-18 年度決算報告｣について
① 橋本幸一会長が議長となり総会が開催され、
2017-18 年度会計木下政昭会員より決算報告に
ついての説明があり、2017-18 年度戸塚万豈会
計監査より｢2017-18 年度監査報告｣があった。
② その後、質疑を経て承認の決を採ったところ、
一同意義なく承認された。
会員 24 名・出席 17 名・欠席 7 名・賜暇 0 名

＊「つばめ塾」講演会＊
◎講師紹介 木下政昭 貧困の連鎖対策委員長(19：00)
◎講演
つばめ塾 小宮位之 理事長
◎謝辞
橋本幸一 会長
(19：40)
◎出席報告

◎ニコニコ箱 千葉謙一 親睦委員
13 名：計 50,000 円 累計 240,000 円
(年度予算 １,４００,０００円)

小嶺和 昭 出 席委 員
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《 ニコニコ特集 》
橋本幸一君 本日は総会・例会・講演会と忙しい
日になりました。皆様ご協力お願いします。
水長秀彦君 暑い毎日なのに、例会に出席いただ
きニコニコいたします。
伊熊俊雄君 ７月も今日で終わりました。たくさ
ん汗をかいて、若い社員と多くの「気付き」を
得られた日でした。明日から８月のスタート、
暑さに負けずがんばります。
加藤 登君 小宮理事長様の講演会楽しみにし
ています。
木下政昭君 小宮先生のご講話楽しみにしてお
ります。日本における貧困の現状につき、み
んなで認識を深めましょう。
小嶺和昭君 つばめ塾の小宮先生ご一同様よう
こそおいで下さいました。私たちは極力応援
したいと思っております。お互い頑張りまし
ょう。

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

佐藤武文君 今日は前年度分の総会がありますので
皆様よろしくお願いします。又貧困連鎖の講演会が
有意義な内容でありますよう期待しています。
佐野武久君 つばめ塾小宮理事長様はじめまして。
講演会たのしみにしています。
菅原 孝君 毎日暑い！ニコニコに協力します。
千葉謙一君 本日は貧困の連鎖対策委員長、木下さ
んと講演していただけるつばめ塾の小宮先生の
お話がとても楽しみです。勉強させて頂きます。
みんなで力を合わせて子どもたちの、支援したい
と思います！
馬場れい子君 つばめ塾の小宮先生ようこそ、ロー
タリークラブにいらっしゃいませ！今日は講演
を楽しみにしています！
平塚德則君 大変暑い日が続いています。夏バテに
気をつけて頑張りましょう！本日は、つばめ塾
小宮理事長のご講演を楽しみにしています。
松宮兼房君 ニコニコに協力します。

《 9 月の予定 》
4 日(火) 通常例会
会場：ザ・ビー八王子
11 日(火) 通常例会
会場：ザ・ビー八王子
18 日(火) 夜間 2 回例会
会場：八王子ホテルニューグランド
25 日(火) 2 回例会振替休会
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