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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 ！

例 会 ＆ 年次総会

日時：2018年12月11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

コメントを挟みながら
ニコニコ報告する
坂本芳彦 親睦委員長

ステディな出席報告の
小嶺和昭 出席(奨励)委員長

「花植え事業」についてご挨拶
並木 勇様（左）
青柳浩男様（右）

来年ポケベルのサービスが終了するそうです。会員
の方はご承知と思いますが、今の中高生にはポケベル
が何んの事か判らない様です。
１９６８年サービスを開始して５０年経つとの事
ですが、現在も１５００人位が利用していると聞きま
した。スマホの時代にまだ利用している人がいるとい
う事に驚きました。
１９６９年日本がＧＮＰで世界２位となり、１９７
９年エズラヴォ―ゲルが「ジャパン・アズ・ナンバー
ワン」という書を出し、日本が自信に満ちていた時代
です。ポケベルは１９９０年代初めにピークを迎え、
その後携帯電話、そしてスマホの時代となりました。
この時代の流れとともにアップル、サムソンの時代と
なり、日本のメーカーは取り残され、ＧＮＰでも中国
に抜かれました。
「メイド・イン・ジャパン」が良品
質の代名詞となったのも１９７０年代ですが、昨今の
検査偽装のニュースを聞くと、日本人のモノ作りの精
神はどこへ行ったのかと疑いたくなります。
資源も乏しい日本は、勤勉な労働力により貿易立国
として発展してきました。今これが失われているので
はないか危惧を感じています。
グローバル化が進み海外に
生産拠点が移ったことも一因
と言われていますが、モノ作
りの精神こそ日本の大事な資
源ではないでしょうか。

佐藤直前会長から並木町会長へ
ポット花等費用をお預けしました。
佐藤武文直前会長
からひと言

次年度の方針案を語る
平塚德則会長エレクト
（年次総会にて）
例会後

（13：00～13：30）
議長
議題

橋本幸一会長
1)「2019-20年度 会長・幹事」について
2019-20年度会長 平塚 德則
2019-20年度会長 千葉 謙一
2)「2020-21年度 会長選出」について
3)「準会員的会員制度の導入」について

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 「 我 ら の生 業 」
◎会長スピーチ
橋本幸一 会長
◎幹事報告
水長秀彦 幹事
◎お客様のご紹介 橋本幸一 会長
明神町二丁目町会 町会長 並木 勇様
八王子市立第四小学校学校運営協議会
副会長 青柳浩男様
◎お客様ご挨拶
明神町二丁目町会 町会長 並木 勇様
八王子市立第四小学校学校運営協議会
副会長 青柳浩男様
◎閉会点鐘
橋本幸一 会長
(13：00)
◎ニコニコ箱 坂本芳彦 親睦委員長
14 名：計 73,000 円 累計 901,000 円
(年度予算 １,４００,０００円)
◎出席報告

◎幹事報告

水長 秀彦 幹事
①「ハンブルグ国際大会」への参加確認について
② 1/8(火)新春初例会、初詣について
③ 次回例会は 12/18(火) クリスマス夜間 2 回例会
例 会 (18：00-20：00～)
会場：八王子ホテルニューグランド
5 階 バロフォード
プレゼント交換

【メークアップ】
山本武司会員 北海道ﾋﾟｰｽｳｨﾝｸﾞﾛｰﾀﾘｰ E ｸﾗﾌﾞ(12/ 5)
山本武司会員 東京八王子南 RC
(12/5)
佐藤武文会員 東京八王子 RC
(12/6）
千葉謙一会員 東京八王子北 RC
(12/10)
平塚德則会員 2019-20 年度
第 1 回多摩南グループ協議会（12/10)

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

２０名

86.95%

３名

82.61%

１名

４名

１名

《 ニコニコ特集 》
橋本幸一君 めっきり冬らしくなりました。皆様体
調に気を付けてください。
水長秀彦君 朝晩冷え込みが身体にしみこみ、年々
きつくなってきました。ニコニコに協力してはね返
します。
伊熊俊雄君 八王子で迎える初めての冬です。今朝
も氷点下の中でランニングしましたが、まだいけそ
うです。
加藤 登君 総会が速やかに終わりますように。
小嶺和昭君 本日は花植えでごやっかいになってお
ります第４小学校のある明神町2丁目町会長の並木
様、第４小校運営協議会副会長の青柳様、ようこそ
おいで下さいました。ありがとうございます。
近藤義之君 ニコニコに協力します。
坂本芳彦君 12月18日Ⅹマス例会、多勢の出席をお
願いいたします。開会は6：00からですが、親睦委
員会の皆様は、1時間前にお出でいただき準備のお
手伝いをお願い致します。
《 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

佐藤武文君 今年も余すところ20日間となりまし
たが、皆様身体には充分気を付けて新年を迎えら
れますように！！
佐野武久君 今日は寒いですね！ニコニコに協力
します！
菅原 孝君 こんな時期に明日から税務調査、もう
少し考えてくれれば…。ニコニコ協力致します。
千葉謙一君 本日は地域の花植えでお世話になっ
ております並木様、青柳様ようこそお越しくださ
いました。次回も小学生たちの笑顔に会いに行き
ます。とても素敵な活動なので今後とも続けてい
きたいと思います。
平塚德則君 ニコニコに協力します。
古瀬和雄君 ニコニコに協力します。寒くなって
来ます。体調にお気を付け年末を過ごしてくだ
さい。
松宮兼房君 ニコニコに協力して。

《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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