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新春初例会・初詣

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：2019年 1月 8日(火)
会場：ザ・ビー八王子
初詣：子安神社
司会：加藤 登 副幹事

《会長スピーチ》

橋本 幸一

１．地区の有志により設立されるＮＰＯ法人「子ども
教育支援基金」の創立総会が１月１６日東京プリ
ンスホテルで開催されます。
一昨年地区に「子どもの貧困連鎖問題の研究
会」が発足し、以降乳児院、児童養護施設などの
方、又無料塾を運営されている方、特別養子を迎
え入れている方など、子供の問題に関わっておら
れる方々のお話しをお聞きし、子どもの貧困の連
鎖についての研修をするとともに、我々として何
が出来るのかを検討してきました。
そして、子どもの貧困に関わるには継続的活動
を行う必要があり、又ロータリアン以外の方々に
も広く参加して頂く必要があるとの観点より、Ｎ
ＰＯ法人を設立し活動するべきであるとの結論
に至り今般「子ども教育支援基金」を設立するこ
ととなりました。私も理事として参加します。
子どもの幼児教育を含めた教育支援の活動を
目的としており、具体的な取組については検討中
でありますが、まずは一歩を踏み出します。

２．法人が直接支援の対象とする範囲は限られます
が、我々の活動情報をロータリークラブ、ロータ
リアンの方々に直接発信し、多くの方々に参考に
して頂けたらと思います。
「子どもの貧困の連鎖問題の研究会」に参加され
た昭島ロータリーの方は子ども食堂を立上げられ
ましたし、この研究会ではフードバンクＴＡＭＡ
の理事長と知り合う機会ともなりました。
ロータリーはボランティア団体であり、ボラン
ティアはコンパルソリィの強制と対比し、任意と
訳されることが多いですが、ここではもっと積極
的、自発的との意味と考えるべきです。
１人で活動を行うのは、経済的、時間的にも負
担が大きく時によってはリスクを伴いますが、法
人に参加し活動を行うことはそれほどハードルが
高いものではありません。クラブとしての取組も
重要ですが、継続性を考えると個々のロータリア
ンの積極的な自発的活動が重要です。
３．ロータリーの指針である４つのテストの中に「み
んなに公平か」
「みんなのためになるか」とありま
すが、その「みんな」とはロータリーの仲間を意
味するものでなく社会全体を意味するものです。
それ故ロータリーは活動分野として平和・医療・
教育を掲げ、ポリオ撲滅などの活動を行っていま
す。ロータリークラブの意義のひとつは奉仕活動
の情報を入手し、活動に参加する機会が得られる
ことにあります。
子どもの貧困に対する各会員の積極的参加をお
願いします。

新春記念写真撮影

加藤 登 副幹事の
司会で年始め

ユーモアに富んだ三祝
坂本 芳彦 親睦委員長

1 月誕生日のみなさん（左から）

内田 智、加藤 登、松宮兼房 各会員

ニコニコ報告する

馬見塚 潔 親睦副委員長

ハッピーバースデーソングで祝福

本日の式次第
◎開会点鐘
橋本幸一 会長
(12:30)
◎国歌斉唱
「君が代」
◎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） 坂本芳彦 親睦委員長
会員誕生日：松宮兼房会員・加藤登会員・内田智会員
夫人誕生日：橋本肇子様・戸塚玲子様・木下綾子様
結婚記念日：佐野武久会員・古瀬和雄会員
◎会 長 ス ピ ー チ
橋本幸一 会長
◎幹事報告
水長秀彦 幹事
◎閉会点鐘
橋本幸一 会長
(13：15)
◎ニコニコ箱 馬見塚 潔 親睦副委員長
◎出席報告

◎幹事報告 水長 秀彦 幹事
① RLI パートⅢ研修セミナーについて
② 第 6 回「奉仕のつどい」について
③ 花植え事業開催日＜3/15(金)＞に変更のお知らせ
④ 次回例会は 1/15(火)夜間 2 回例会
理事会 (16：30-17：30)
例 会 (18：00-20：00)
会 場：八王子ホテルニューグランド
3 階 アルバート

22 名：計 96,000 円 累計 1,083,000 円(年度予算 1,400,000 円)

小嶺和昭 出席(奨励)委員長
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《 ニコニコ特集 》
橋本幸一君 新年おめでとうございます。本年も会務に皆
様のご協力ご理解をよろしくお願いします。
水長秀彦君 新年おめでとうございます。今年一年皆様の
ご多幸を祈念してニコニコに協力します。
伊熊俊雄君 あけましておめでとうございます。本年もロ
ータリーライフを満喫したいと思います。何卒よろしく
お願いいたします。
内田 智君 新年明けましておめでとうございます。今年も宜
しくお願いします。昨日、武蔵野陵（むさしののみささぎ）
におでましの天皇、皇后両陛下をお迎えに行きました。偶然
にも安倍総理と堅い握手をすることができラッキーでした。
加藤 登君 今日は子安神社のお祓いを受ける日です。こ
れ以上清められたらどうしよう。
小泉俊男君 新年おめでとうございます。今年もよろしく
お願いいたします。
小嶺和昭君 新年明けましておめでとうございます。この
一年は前年よりも同等以上の活動を心掛けています。頑
張ります。
近藤義之君 明けましておめでとうございます。本年も宜
しくお願い申し上げます。
坂本芳彦君 あけましておめでとうございます！
佐藤武文君 皆様新年おめでとうございます。今年もロー
タリー活動を皆で楽しみましょう!！
佐野武久君 明けましておめでとうございます。年始1/13
は立ちぎり（20人がかり）です。20人を相手に剣道の試
合をします。緊張です。

《 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

菅原

孝君

あけましておめでとうございます。今年も盛

り上げていきましょう！
千葉謙一君 新年明けましておめでとうございます。本年
も楽しいロータリーライフを過ごしたと思います。皆
様、本年もいろいろとご指導をお願いいたします。
戸塚万豈君 新年明けましておめでとうございます。本年
も皆様にとって良い年であります様、ご祈念申し上げます。
中川常彦君 今年も宜しくお願い申し上げます。
馬場れい子君 新年おめでとうございます。今年も宜しく
お願いいたします。皆様お年賀状ありがとうございま
す。今、必死に書いております。
平塚徳則君 あけましておめでとうございます。平成最後
のお正月ですね。私的には新しい年号が『アルファベッ
トのRが付くといいな』と思っております。八王子東RCが
益々発展することを願ってニコニコに協力いたします。
古瀬和雄君 あけましておめでとうございます。年賀状い
ただいた方々ありがとうございました。私は昨年より賀
状をしつれいさせていただいておりますが、年に一度生
きている証とし再開しようかとも考えています。今年も
宜しくお願いします。
松宮兼房君 新年明けましておめでとうございます。本年
も宜しくお願いいたします。
馬見塚潔君 新年おめでとうございます。
山本武司君 新年おめでとうございます。本年もよろしく
お願い申し上げます。

《 2 月の予定 》平和と紛争予防/紛争解決月間
5 日(火) 例会・三祝
会場：ザ・ビー八王子
12 日(火) 2 回例会振替休会
19 日(火) 東京飛火野 RC 合同夜間例会(2 回)
会場：八王子ホテルニューグランド
23 日(土) 地区大会(グアム)
会場：デュシタニグアムリゾート
26 日(火) 地区大会振替休会
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