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通常例会

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12月 4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

11 月中旬より会員に多くのメールをお送りしました。クラブ内の
事の他、地区での活動についても出来る限り知って頂こうと思い、
必要と思われる情報は出来る限りメールで送るようにしています。
この間メーでお送りした情報を要約しますと以下のとおりです。
①11/20 フードドライブの報告 48Ｋｇもの食料の提供を頂いた
との報告がありました。年末に子ども達に届けばと思います。
②11/26 クラブ代表者会議で以下の報告があり承認されました。
ⓐ地区2017 年11/1～2018 年12/30 の決算報告がありました。
収支決算 収入 7,282 万円、支出 6919 万円
差額は調整積立金繰越等で処理されました。
賃借対照 資産１億 1,916 万円、負債 862 万円、積立等が、
1 億 1,053 万円となっています。
ⓑ2018 年～2019 年補正予算(案)の提出がありました。
補正額は、特別会計より繰入したもので三大研修（ＰＥＴＳ等）
差額 189 万円が一般会計に組入れ予備費に計上され、結果収
支額は 7,245 万 9,277 円となりました。
ⓒ2017-18 地区大会の決算報告がありました。
収入 5,610 万円が支出 5,198 万円で差額 412 万円は一般会計
組入となりました。
ⓓ2019 年規定審議会について提案の説明がありました。
提案の中で例会の出席義務を強化、会員資格を職業人に限る
等につき注目すべきものがありました。
③エス・オー・エスこどもの村に 12 月 2 日、4 名の会員が参加（会
長、幹事、会長エレクト、千葉）し、クリスマスプレゼントと
してＤＶＤ9 枚贈呈しました。
④カンボジアプロジェクト全体会議が 2018 年 11 月 28 日あり、
今年度は 24 クラブ参加し、拠出金合計 300 万円で当クラブの
拠出金は 10 万円です。今年度はカンボジアの教員養成校に
教師 2 名（算数、理科各 1 名）を派遣しました。
予算 851 万円で教材費を含みます。又贈呈式には文具を持参
するとの事ですので、昨年度同様皆様のご協力をお願いします。
なお贈呈式は 3/13～15 で、シュムリアップに行く方は 3/13～
16 との事です。現地に行かないと分からないことがあります。
多くの方にご参加頂ければと思っています。
⑤タイのトイレ改修については、タイの 12 校の学校に 3 万 5,450
米ドルの予算で行います。今年は、日本側のクラブが当クラブ
と世田谷ＲＣの 2 つになった関係より、各クラブの予定拠出金
が 1, 100 米ドルとなりました。
この様に配布する資料情報が多様で多量なので、メールでの
配信とさせて頂いています。ＦＡＸでの配信をご希望の方は、
情報があるとのＦＡＸをお送りし、内容は事務局でプリント
アウトしたものをご確認頂く形としたいと存じますので、
ご理解ご協力をお願いします。

◎ 会員スピーチ

小泉 俊男 会員

最近、話題になっている皇室について
少しだけお話します。新聞を見ていた
ら、天皇陛下がこれまでに取り組まれた
活動のうち特に意義深いのは、一番に地
震や災害などの被災地の訪問、二番目が
国際親善のための外国訪問、三番目が戦
没者慰霊のための戦跡地訪問となってい
ました。天皇陛下は、戦争に関わる日で日本人が忘れては
ならない日が一年のうち四日あると言われました。それは
8/6 と 8/9 の広島、長崎に原爆が投下された日。8/15 は終
戦の日、そして 6/23 は沖縄終戦の日で、この四日です。
昭和 16 年 12 月 8 日、太平洋戦争が始まり、それから 20
年８月の終戦まで 3 年 8 か月、非常に長く続きました。沖縄
は日本で唯一戦場となった地で、軍人と軍属など多数犠牲
になっています。一般の国民も米軍兵士も合わせて戦争で
亡くなられた方は約 24 万人いるそうです。
沖縄の糸満市には平和祈念公園があります。そこに戦没
者 24 万人の名前を刻んだ石碑「平和の礎（いしじ）
」があ
ります。毎年慰霊祭を行っていますが、沖縄に行かれた際に
は平和祈念公園にぜひ参拝していただきたいと思います。
それから 8/15 の終戦の日には戦没者を追悼する式典が全
国各地で行われます。八王子は都合により 4 月に行われます
が、中央式典は九段の日本武道館で全国戦没者追悼式が行わ
れます。私も戦没者の遺族の一員として毎年参加していま
す。式典は天皇皇后両陛下が参列されます。来年退位されま
すので今年が最後の式典という事になり、感慨深いそうにさ
れていました。内閣総理大臣以下全閣僚、各政党の代表、各
界の代表、全国 47 都道府県から戦没者の遺族が集まり 6,700
名ほどで式典が開催されます。式典は 11:50 頃に始まり、最
初に総理大臣の式辞があります。正午から参列者全員で 1 分
間の黙祷、その次に天皇陛下がお言葉を述べられます。どち
らも戦争の悲惨さと平和の尊さを述べられています。
この大戦で、軍人・軍属 230 万人、一般国民 80 万人、合計
約 310 万人が犠牲になっています。こうした犠牲の上に、日本
の繁栄が築かれているという事を決して忘れてはなりません。
八王子も大空襲を受けました。八王子は終戦の 13 日前の
8/2 でした。明神町から市街地の横山町、八日町他一帯に焼
夷弾を落とされて壊滅状態で、丈夫なコンクリートの建物だ
けがわずかに残り、民家は全部焼けてしまって、死亡者 450
人、負傷者 2,000 人、焼失家屋 14,000 戸の焼け野原です。
市主催の「平和展」等に行くと写真が展示されていまが、市
街地は丸焼けです。八王子にも戦争の傷跡が今でも残されて
います。例えば、大和田橋の両側の歩道に焼夷弾を落とされ
た跡が菱形にマークしてあります。投下された 50 数発のう
ち 17 か所にマークがしてあり、橋のたもとには説明版が設
置してあります。近くに行かれたら立ち寄って見てください。
私は小さくて記憶に無いのですが、戦争の悲惨さと平和
の尊さを認識して、戦争を二度と起こしてはいけないとい
うことを次世代に引き継いでいきたいと思います。天皇陛
下が来年退位されるということで、戦争と平和に関する話
をさせていただきました。

本日の式次第
◎開会点鐘

橋本幸一 会長

(12:30)

◎国歌斉唱
◎お客様のご紹介 橋本幸一 会長
◎三祝(ハッピーバースデーソング) 馬見塚 潔 親睦副委員長
会員誕生日：橋本幸一 会長
夫人誕生日：小泉清野 様

◎幹事報告
①
②
③
④

水長 秀彦 幹事
東京杉並 RC：メールアドレス変更のお知らせ
東京麻布 RC：幹事変更のお知らせ
東京国分寺 RC：事務所移転のお知らせ
次回例会は 12/11(火)
理 事 会 (11：00-12：00)
通常例会 (12：30-13：00)
年次総会 (13：00-13：30)
会場：ザ・ビー八王子

結婚記念日：平塚德則 会員
千葉謙一 会員
伊熊俊雄 会員
◎会長スピーチ

橋本幸一 会長

◎幹事報告

水長秀彦 幹事

◎会員スピーチ

小泉俊男 会員

◎閉会点鐘

橋本幸一 会長

橋本会長 誕生日
おめでとうございます！

(13：30)

【メークアップ】
坂本芳彦会員 東京ピースウィングロータリーＥクラブ(11/21)
橋本幸一会長 クラブ代表者会議
(11/26)
橋本幸一会長、水長秀彦幹事
第 3 回八王子５クラブ会長幹事副幹事会 (11/27)
橋本幸一会長
第 2 回ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ教師育成支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ全体会議 (11/28)
◎ニコニコ箱 佐野武久 親睦委員
15 名：計 46,000 円 累計 828,000 円
(年度予算 １,４００,０００円)

◎出席報告

小嶺和昭 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

２４名

１８名

78.26%

５名

100.00%

０名

０名

１名

《 ニコニコ特集 》
橋本幸一君

来週は年次総会があります。出席を宜し

くお願いします。PS.誕生祝い有難うございます。
水長秀彦君 年の瀬が押しせまって皆様お忙しいこ
ととお察しします。例会にお集まりいただきありが
とうございます。小泉さんのスピーチを楽しみにし
ています。
伊熊俊雄君 12月1日(土)支店のゴルフコンペで優
勝いたしました！！
小泉俊男君 本日は会員スピーチをさせていただき
ます。よろしくお願いいたします。
加藤 登君 小嶺さん今日もニコニコであの余裕は
どこから…。
小嶺和昭君 年の瀬を間近に気持ちもあせり勝ちに
なって来ましたが車の運転や健康には十分お気を
つけ願います。
《 12 月の予定 》疾病予防と治療月間
4 日(火) 例会・三祝
会場：ザ・ビー八王子
11 日(火) 理事会・通常例会・年次総会
会場：ザ・ビー八王子
18 日(火) クリスマス夜間 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

佐野武久君 先日、転倒し、ケガをしました。健
康が一番ですね！
菅原 孝君 ニコニコに協力致します。
中川常彦君 先おとといの土曜日、大磯プリンス
ホテルにおいて、河野太郎外務大臣とお会いする
ことができました。(新春対談の企画で広報委員
長として。)まさに次々？の総理候補です。
平塚德則君 いよいよ今年もわずかで、師走の忙しさ
を感じ始めました。健康に留意し頑張りましょう！
古瀬和雄君 ご無沙汰しておりました。師走にな
っても暖ったかく変な年ですね。こんな年はいま
まであったかな！
松宮兼房君 所用のためお先に失礼致します。
山本武司君 早くも1年が終わろうとしています。
例会出席が少なくて申し分けありません。18日の
クリスマス夜間例会、楽しみにしております。
《2019 年 1 月の予定 》職業奉仕月間
8 日(火) 新春初例会・三祝
会場：ザ・ビー八王子
15 日(火) 理事会・夜間 2 回例会(新年会)
会場：八王子ホテルニューグランド
22 日(火) 通常例会
会場：ザ・ビー八王子
29 日(火) 2 回例会振替休会
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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
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