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例
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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 ！

日時：2019年 6月 4日(火)

会場：ザ・ビー八王子
司会：加藤

《会長スピーチ》

橋本 幸一

昨日のニュースで、レジ袋を有料化する法律を
制定するということが報じられました。最近マイ
クロプラスチックという言葉を皆さんも聞かれて
いると思いますが、これは５mm 以下となったプラ
スチック片で、大きな海洋汚染を引き起こしてい
ます。プラスチックの多くは使い捨てで、環境中
に流出したものが行き着く先が海です。世界中の
海に存在しているプラスチックごみは１億５００
０万ｔ、そして毎年８００万ｔが新たに流入して
いると推定されています。
これらのプラスチックは分解されることなく、
小さな破片となり海底や海中に漂って海洋生物に
深刻な影響を与えています。魚の胃袋よりプラス
チックが出てきたなどということは、記事にもな
らない位日常的となっています。
この様な中、レジ袋やストローを減らそうとい
う機運が高まっています。レジ袋の有料化は遅す
ぎたと言うべきかもしれません。海外のスーパー
で買物をすると、レジ袋を敢えてほしいと言わな
いと出してもらえませんし、有料のことが多い。
日本ではレジ袋は年間流通４００億枚、ペットボ
トル国内年間出荷２２７億本に達しています。
日本では８４％の廃プラをリサイクル・リユー
スなどで有効利用していますが、その６０％近く
は燃焼によるもので、CO２を排出し温暖化に影響
を与えています。又海外に資源との名目で輸出した
りしていますが、最近マレーシアのニュースが報じ
られましたが、海外でのトラブルを起こしていま
す。そこでまず消費を減らす努力をすべきです。

登副幹事

◎イニシエーションスピーチ
森安 紀雄 会員
はじめまして。橋本幸一
会長のご紹介で入会をさ
せていただきました、明
神町で弁護士をしており
ます森安紀雄と申しま
す。昭和 48 年生まれの 45
歳です。現在の住まいは
世田谷区(最寄りは千歳烏山駅)ですが、小学校 1 年
時より長く八王子市でお世話になってまいりまし
た。生まれは愛媛県東予市（現在の西条市）です。
趣味はキャンプ、自転車、サッカーです。大学でも
サッカー部に入っておりましたが、怪我で大学 1 年
時に退部、それを機に自転車に乗るようになりまし
た。大学 3 年の夏、大学時代にしかできないことを
と考え、テントを積んで自転車でカナダを旅しまし
た。そのとき、キャンプ場などで感じたカナダ人の
家族観にあこがれ、自由業に就きたいと一念発起
し、司法試験を目指しました。3 年で合格するつも
りが 6 年かかりましたがなんとか合格し、平成 15
年 10 月に弁護士登録しました。銀行法務を得意と
する都内の法律事務所、人間の暮らしのある所に生
起する法律問題全般を扱う北海道旭川の法律事務
所などを経て、平成 27 年 11 月に八王子の地で独立
して事務所を構え、現在に至っております。できう
る限り多くの活動に参加し、皆様とご一緒をさせて
いただきたいと考えております。これからどうぞよ
ろしくお願い申し上げます。

ロータリーの目標に水・
環境保全というものもあ
ります。買物にはマイバッ
グ、飲み物にはストローを
使わないなど、すぐできる
ことから始めるべきです。

酢屋善元様来訪
平塚会長エレクトと握手

久しぶりのニコニコ報告
有川寿夫親睦委員

本日の式次第
◎開 会 点 鐘
橋本幸一 会長
◎国 歌 斉 唱
「 君 が 代」
◎お客様のご紹介
橋本幸一 会長
東京八王子南ＲＣ 酢屋善元 様

◎幹事報告

(12:30)

水長 秀彦 幹事

①「5/30(木)東京八王子ＲＣとの合同例会における
フードドライブの報告とお礼
② 内田会員の写真出展のご案内
（東京八王子ＲＣ写真同好会写真展）
③「夏の花植え事業」のお知らせ
④「新入会員予定者の入会承認通知」のお願い
⑤ 次回例会について
6/11(金) 通常例会
例 会 (12：30-13：30)
会 場：ザ・ビー八王子

◎三祝
坂本芳彦 親睦委員長
夫人誕生日：原田 聡子 様
結婚記念日：馬見塚 潔 会員
◎会長スピーチ
橋本幸一 会長
◎幹 事 報 告
水長秀彦 幹事
◎委員会報告
・インターンシップ受入れ企業のお願い
佐野武久 インターンシップ委員
・ＩＭ開催について 加藤 登 次年度ＩＭ実行委員
◎イニシエーションスピーチ
森安紀雄 会員
◎閉 会 点 鐘
橋本幸一 会長
（13:30）

◎ニコニコ箱 有川寿夫 親睦委員
15 名 ： 計 44,000 円
累計 1,778,000 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

２６名

２１名

80.77%

５名

73.08%

３名

４名

０名

《 ニコニコ特集 》
橋本幸一君 もう６月、会長最終月となりました。
本日は森安様のスピーチ楽しみにしております。
水長秀彦君 南ＲＣ酢屋様ようこそお越しくださ
いました。ごゆっくりしていってください。森安
さんイニシエーションスピーチ楽しみにしてい
ます。暑い日が続きますが、ご自愛ください。
伊熊俊雄君 昨日、令和２年入社の学生の採用面接
に行ってきました。学生の前向きさに心を洗われ
ました。
有川寿夫君 ニコニコに協力して
内田 智君 東京八王子ロータリークラブ写真同
好会の写真展にゲスト出展することになりまし
た。会場は東急スクエア、会期は６月７日１２時
～１７時、８日１０時～１７時、９日は１０時～
１５時となっております。お時間のある方はご高
覧頂ければ幸いです。
加藤 登君 森安紀雄様のイニシエーションスピー
チ楽しみにしています。ご活躍を期待しています。

《 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

小嶺和昭君 森安新会員のイニシエーションスピ
ーチを楽しみにしております。また、八王子南ロ
ータリークラブの酢屋善元様よーこそおいで下
さいました。楽しんで行ってください。
近藤義之君 酢屋様ようこそ！ 森安さんスピー
チ楽しみにしています。
坂本芳彦君 酢屋様、ようこそおいで頂きました。ま
た、森安さん入会イニシエーションスピーチです
ね。お聞きできるのを楽しみにして出席しました。
佐藤武文君
菅原 孝君 森安さん、イニシエーションスピーチ
楽しみです。
馬場れい子君 ニコニコに協力して！
平塚德則君 東京八王子南ロータリークラブ酢屋
善元様ようこそ！ 森安紀雄さんのイニシエー
ションスピーチを楽しみにしていました。
松宮兼房君 酢屋様ようこそお越しくださいました。
森安紀雄君 はや、
入会させていただいて２か月に入
りました。楽しく参加させていただいております。

《７月の予定》
2 日(火) 理事会、引継ぎ・初例会<夜間>(三祝）
会場：ザ・ビー八王子
9 日(火) 通常例会（4 クラブ会長・幹事表敬訪問）
会場：ザ・ビー八王子
16 日(火) 2 回例会振替休会
23 日(火) 夜間 2 回例会
会場：八王子ホテルニューグランド
30 日(火) 規定による休会
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