東京八王子東ロータリークラブ

2018-2019
創立 ―― 1980.12.23
会長 ―― 橋本 幸一
幹事 ―― 水長 秀彦

第1824回

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：2019年 5月 7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

当クラブが関与しているタイでの国際奉仕事業
につき、本日はこれに関与されてきた木村名誉会員
も来られてますので、よくご存知ない新しい会員も
おられますので、お話ししたいと存じます。
タイサラブリ地区との交流は木村さんが当クラ
ブに入会され、木村さんがバンコクゼロックスにい
た時代にサラブリ地区の公立学校に浄水器を贈る
事業をしていることをお聞きしたことが始まりで、
当クラブもこの事業に関与することとなり、９年間
に渡り約１００校のサラブリ地区の公立学校に浄
水器を設置しました。
その後３年間同地区の公立病院に医療器材を提供
し、２０１６年からはタイ北部の学校のトイレのイ
ノベーション事業を世田谷 RC と現地の RC とともに
実施してきました。このプロジェクトはロータリー
財団の GG 及び地区の DG という補助金を利用し、今
年度はトータルで約３５０００US ドルの予算でコン
ケン及びウドンタニ地区の９校の公立学校を対象と
して事業を行いました。なお当クラブは約１１００
US ドルの負担をしております。
当クラブが関与しているカンボジアプロジェクト
と同様、教育にかかわる国際奉仕事業です。６月２
４日～２５日とタイのコンケンとウドンタニで贈呈
式が行われます。国際奉仕事業を体感できるチャン
スです。是非多数の方にご参加頂きたいと存じま
す。日程は追ってご連絡致します。

◎ 会員スピーチ
馬見塚 潔 会員
みなさんもオリオン座とい
う星座はご存じだと思いま
す。三ツ星で有名ですが、オ
リオンの肩の所にひと際輝
く赤い星があります。名前は
ベテルギウス、直径は太陽の
およそ 1,000 倍、赤色巨星と
呼ばれる巨大な星です。この
ベテルギウスは間もなく寿命を迎えます。このサイズ
の星の最後は超新星爆発が起こることが予想されます。
超新星爆発は我々の銀河系の中で 100 年に一度く
らいは観測される比較的ありふれた天文現象ではあ
りますが、今回注目されるのは地球との距離です。
地球とベテルギウスの距離はおよそ 640 光年、光の
スピードで 640 年かかる距離です。気の遠くなるよ
うな距離ですが、宇宙では極近くと言えます。
ベテルギウスが超新星爆発を起こすと、その明るさ
は満月の 30 倍ほど、昼間でもくっきり見えますし、夜
も薄明るい状態が 3 か月ほど続くと予想されています。
天文学の「間もなく」ですので、100 年後かもしれ
ませんし千年後１万年後かもしれません。しかし今日
起こってもおかしくない状態だそう
です。私はなんとか生きているうちに
見てみたいものだと思っています。
皆さんも健康に留意してこの天文
ショーを目撃できるよう長生きしま
しょう。

書類をチェックする
木村正之名誉会員
ご挨拶される
野川 勇ガバナー補佐

ニコニコ報告の
伊熊俊雄親睦委員

馬見塚 潔会員が

ポール・ハリス・フェローに！

誕生日会員の2ショット
・馬場れい子会員
・佐野武久会員

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
2019-20年度ガバナー補佐
野川 勇 様(東京町田サルビアRC)
名誉会員
木村正之 様
飛島建設株式会社
工事部長
髙原一郎 様
森安紀雄法律事務所 弁護士
森安紀雄 様
森永産業有限会社
代表取締役 高見澤幸也 様
◎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：佐野武久 会員・馬場れい子 会員
夫人誕生日：佐藤泰子 様 ・千葉砂織 様
◎会長スピーチ
橋本幸一 会長
◎幹事報告
水長秀彦 幹事
◎ポール･ハリス･フェロー記念品贈呈 橋本幸一 会長
(賞状・バッジ) ＰＨＦ：馬見塚潔 会員
◎会員スピーチ
馬見塚潔 会員
◎閉会点鐘
橋本幸一 会長
（13:30）
◎ニコニコ箱 伊熊俊雄 親睦委員
◎出席報告

◎幹事報告

水長 秀彦 幹事

①「例会場ポストに入れた刊行物」について
・ロータリーの友 5 月号
・バギオだより Vol.72
②「5/12(日)地区ロータリデ－」のご案内
③「5/14(水)八王子 5 クラブ合同親睦ゴルフコンペ」について
④「5/30(木)東京八王子 RC 合同夜間例会」での「フードド
ライブ」のお願い
⑤「花植事業の日程 6/25(火)に決定」のお知らせ
⑥ 次回例会等について
5/14(火)は 2 回例会振替休会
5/21(火) 通常例会、総会
例 会 (12：30-13：15)
総 会（13：15-13：30）
会 場：ザ・ビー八王子

【メークアップ】
小泉俊男会員・菅原孝会員
東京八王子西ＲＣ (4/25)
小泉俊男会員
東京八王子ＲＣ
(4/26)

16 名：計 59,000 円 累計 1,611,000 円(年度予算 1,400,000 円)

小嶺和昭 出席(奨励)委員長

会員総数
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賜暇

２４名

１７名
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７名
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６名
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《 ニコニコ特集 》
野川 勇様 初めておじゃまします。お世話になります。
橋本幸一君

髙原様、森安様、ご入会ありがとうございま

す。高見澤様ご入会お待ちしております。
水長秀彦君

野川次年度ガバナー補佐、木村正之名誉会員

様、入会確定の髙原様、森安様、高見澤様ようこそお越
し下さいました。ごゆっくりなさってください。
伊熊俊雄君

久しぶりに会社へ行って皆の顔を見てホッと

しました。休みすぎは体に毒です。
内田

智君

青葉、若葉に風薫る季節に新入会員の皆様大

歓迎です。宜しくお願い致します。
加藤

登君

馬見塚さんポールハリスフェロー表彰おめで

とうございます。本日のスピーチ楽しみです。
小嶺和昭君

10日間という連休でしばらくぶりの皆様との

例会を楽しみにしておりました。お客様の高見澤幸也様、
ようこそおいで下さいました。
坂本芳彦君

野川次年度ガバナー補佐、ならびに新入会員

の方々、ようこそ例会にご出席頂きました。心より歓迎
します。

《 5 月の予定 》青少年奉仕月間
7 日(火) 理事会・例会・三祝
会場：ザ・ビー八王子
14 日(火) 5/30 合同例会に振替
21 日(火) 通常例会
会場：ザ・ビー八王子
28 日(火) 2 回例会振替休会
30 日(木) 東京八王子 RC 合同夜間 2 回例会
会場：八王子日本閣

佐藤武文君 今日は新入会員の髙原さん、森安さん、入会
予定の高見澤さん、ようこそいらっしゃいました。今後
当クラブ発展のためご協力お願い致します。
佐野武久君 髙原様、森安様、高見澤様ようこそお越し下
さいました。宜しくお願い致します。
千葉謙一君 髙原様、高見澤様ようこそ！八王子東ＲＣ
へ。本日はゆっくりとおくつろぎください。
馬場れい子君 髙原舎弟、我が八王子東ロータリークラブ
入会ありがとう！！ございます。キムさん、お久しぶり
で嬉しいです。野川ガバナー補佐様、高見澤様ようこそ
いらっしゃいました！
平塚德則君 野川ガバナー補佐ようこそ！新入会員の髙
原さん、森安さん、高見澤さんようこそ！馬見塚さんの
卓話を楽しみにしています。
松宮兼房君 ようやく令和は動き出しました。よい時代で
ありますようお祈り致します。
馬見塚潔君 新天皇即位を記念いたしましてニコニコい
たします。
山本武司君 木村さんに久しぶりに会えてとても嬉しい。
元気でしたか?

《 6 月の予定 》ロータリー親睦活動月間
4 日(火)
理事会・例会・三祝
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) 最終夜間 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

東京八王子東ロータリークラブ/ＲＩ第２７５０地区多摩南グループ
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
公共イメージ委員会 佐野 武久・水長 秀彦・山本 武司・千葉 謙一
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