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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21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
新会員入会式
① 新会員紹介

馬場れい子パスト会長に
よる開会点鐘

髙原一郎 新会員登壇 馬場れい子 紹介会員
森安紀雄 新会員登壇 橋 本 幸 一 紹介会員
② バッチおよび「ロータリーの目的・四つのテスト」
の贈呈
橋本 幸一 会長
③ 会長歓迎の言葉
橋本 幸一 会長
④ 新会員のご挨拶
髙原 一郎 新入会員
森安 紀雄 新入会員
⑤「それでこそロータリー」斉唱

本日高原一郎さん、森安紀雄さんのお二方に当ク
ラブに加わって頂きました。会を代表して心より歓
迎申し上げます。ロータリークラブの本日の例会に
参加され、初めに歌を歌うなど通常の会合では見ら
れない事、中途半端にパストとかエレクトとか英語
を使い、そして本日の歌に「久遠（クオン）の平和」

▲髙原一郎新会員

とか「御国（ミクニ）に捧げん我らの業（ナリワイ）」
など時代錯誤と思われる歌詞があり、違和感があっ

◀森安紀雄新会員

たとお察しします。
馬見塚親睦副委員長
のニコニコ報告

この他にも通常の日本語では聞かない、いわゆる
ロータリー用語があったり、懇親会の最後に全員で
輪となり手をつないで「おゝロータリアン」と手を
前後に払い皆んなで大声で歌うなど通常経験しな
いこともあります。
私も、入会の頃は違和感がありましたが、それか
ら２０年以上会員を続けています。慣れと言われれ
ばそうなのかもしれませんが、慣れだけでは説明が

小嶺出席(奨励)委員長
の出席報告

つきません。ロータリーでクラブのみならず地区や
海外のクラブとの交流を通して多くの友人を得て、
国内のみならず海外でも様々な事業に参加するな
どの経験が出来たことが理由であり、今後もその様

総

会

な経験が出来ると思っています。
ロータリークラブの意味は、それぞれ個々の会員
により異なるかも知れません。皆がそれぞれの意義
を見出して下さい。必ず見つかります。そして末永
くお付き合い頂けますことを祈っております。

次年度予算について説明する
平塚德則会長エレクト

本日の式次第
◎開会点鐘

馬場れい子パスト会長（12:30)

◎ロータリーソング 「奉仕の理想」
◎お客様のご紹介

②「5/30(木) 東京八王子 RC 合同夜間 2 回例会」
の出欠期限と「フードドライブ」開催について
③「2019-20 年度 ロータリー手帳」が届きました。
④ 次回例会について

東京八王子西RC 馬場榮次 様
◎会長スピーチ
橋本幸一 会長
水長秀彦 幹事

◎閉会点鐘

橋本幸一 会長

（13:15）

【 総 会 】（13:15～13:30）
議長 橋本幸一 会長
議題 1）「2019-20年度予算」について
平塚德則 会長エレクト
2）その他

◎ニコニコ箱 馬見塚 潔 親睦副委員長
16 名：計 57,000 円 累計 1,668,000 円
(年度予算 1,400,000 円)
◎出席報告

水長 秀彦 幹事
①「例会場ポストに入れた刊行物 等」について
・ガバナー月信 5 月号 ・ハイライトよねやま Vol.230
・2018-19 年度 組織表
・2019-20 年度 予算概算、予納金収支明細、上期例会予定表

馬場れい子パスト会長

◎幹事報告

◎幹事報告

5/28(火)は 2 回例会振替休会
5/30(木) 東京八王子 RC 合同夜間 2 回例会
例 会 (18：00-20：00)
会 場：八王子日本閣

【メークアップ】
佐野武久会員 2019-20 年度インターンシップ委員会 (5/13)
佐藤武文会員 東京八王子 RC(5/16)
橋本幸一会長、水長秀彦幹事、有川寿夫会員、伊熊俊雄会員
加藤 登会員、小泉俊男会員、佐藤武文会員、菅原 孝会員
千葉謙一会員、中川常彦会員、平塚德則会員、古瀬和雄会員
馬見塚潔会員、山本武司会員
2018-19 年度八王子 5 クラブ合同親睦ゴルフコンペ (5/14)

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

２６名

１９名

73.08%

７名

73.91%

２名

６名

１名

《 ニコニコ特集 》
橋本幸一君 髙原様、森安様、ご入会心より歓迎致し
ます。ながいお付き合いをお願い致します。
馬場れい子君 今日はパスト会長として開会点鍾の
お役目を承りました。今日はお二人の新入会員の入
会式です。とても素敵なことです。メーキャップの
西の馬場様ようこそ！ようこそ！
水長秀彦君 馬場榮次様、新入会員2名の方を迎えるこ
と喜ばしく思います。嵐のような天気ですが「雨降
って地固まる」で当クラブの結束を強くしましょう。
伊熊俊雄君 ここのところ、毎月痛風発作で苦しんで
おります。(遺伝です)どなたか、よい方法を教えて
ください。
内田 智君 髙原一郎様、森安紀雄様どうぞよろしく
お願いします。
加藤 登君 髙原様、森安様、ご入会おめでとうございま
す。ご一緒に楽しいロータリーライフを送りましょう！
小嶺和昭君 ひどい雨の中ご出席頂き下さいまして
ありがとうございます。いよいよ年度末になります
が次年度もまたよろしくお願い致します。お二人の
新入会員様、末永くお付合いをお願い申し上げます。
《 5 月の予定 》青少年奉仕月間
7 日(火) 理事会・通常例会・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・総会
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

佐野武久君 髙原様、森安様、歓迎致します。よろ
しくお願い致します。
菅原 孝君 新入会おめでとうございます。
髙原一郎君 本日より入会となりました。よろしく
お願いいたします。
千葉謙一君 新会員の髙原一郎様、森安紀雄様入会
おめでとうございます。新しいロータリーライフ
を共に送っていきたいと思いますので、どうぞ宜
しくお願い致します。
せいわかい
中川常彦君 本日、清和会の政治資金パーティーが
東京プリンスホテルであります。同日選挙の動向
しっかり、調査してきます。
平塚德則君 皆さん、本日は台風のような雨と風の
中ご苦労様です。最近、風邪をひかれる方も多い
とのこと。お身体を大切にして下さい。
松宮兼房君 所要がありお先に失礼いたします。
森安紀雄君 この度は、新規入会をさせていただき
ましてありがとうございます。これからどうぞよ
ろしくお願い申し上げます。
山本武司君 ニコニコに協力
《 6 月の予定 》ロータリー親睦活動月間
4 日(火) 通常例会・三祝
会場：ザ・ビー八王子
理事会 会場：八王子ホテルニューグランド
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

URL http://www.hachioji-east-rc.org/

