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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

昨日女子ワールドカップで日本の初戦が行われま
した。残念ながら引分けでしたが、今後の活躍を期
待しましょう。女子サッカーが注目されるようにな
ったのは、２０１１年のワールドカップで優勝した
時分からではないでしょうか。これが女性スポーツ
が注目されるひとつの契機となりました。スポーツ
における男女の壁が増々低くなってきました。
又前日はサニブラウンハキーム君が１００ｍで
９.９７秒の日本新を出し、インタビューで流暢な日
本語で対応していましたが、違和感を持たない様に
なりました。我国のスポーツ界でも、色々なスポー
ツに色々な出身国の両親を持つ方が、日本人選手と
して活躍されており、ごく自然の事と受止められる
様になりました。日本における人種の多様性をいち
早く感じさせるものです。
更に２０２０年には日本でパラリンピックが開催
されます。先日日本で健常者が障がい者と一緒に競
技に参加した大会があったことが報道されました。
障がいがある方も一緒に楽しめるようになればよい
と思っております。これらのスポーツを見て、早い
こと、強いこと、勝つことがスポーツではなく、ス
ポーツに取組む姿勢自体が人々に感動を与えること
が分かります。これらを通して増々性別・人種・障
がいの境がなくなることを望んでおります。
ロータリーは世界的組織であり、人種・性別・宗
教・言語の区別なく活動しており、ダイバシティを
実践しています。
しかし残念ながら日本において女性の会員の割合
が少ないのが現実です。八王子では当クラブと北ク
ラブしか女性会員がいません。是非女性会員を増や
そうではありませんか。

木村名誉会員と
髙見澤様を交え
ロータリーソング斉唱

◎イニシエーションスピーチ
高原 一郎 会員
初めに、ロータリークラブの
入会の動機ですが、馬場れい子
さんとは 10 年以上の長い付き合
いで、警察官友の会、八王子防
犯協会などの活動を共に行って
います。以前より「ＲＣに入会
しないか」と言われていました
が仕事の関係で時間調整が難し
い状態でした。今回、仕事の拠
点が八王子となったこと、地域
の仲間を増やしたいこと、将来を見据えてボランティア
活動に参加したいと思っていたことが入会の動機です。
趣味は魚釣りです。年に 1、2 回は沖縄県の石垣島に
行って釣りをしています。以前は友人のクルーザーでカ
ジキマグロ狙いのトローリングをしていました。釣った
大物と言えば、イタチザメの 2ｍ50 ㎝、磯マグロの 1ｍ
40 ㎝が最高でした。釣った魚を捌くのも最近の楽しみ
です。島に行くと「島時間」とか言いますが、のんびり
していて気持ちが安らぎます。ストレス解消にはとても
良いです。
性格は自覚しているところで言えば、長所はおおらか
なところで、普段からあまり怒ることはありません。但
し仕事の場面では、時には相手に強く言う必要があるの
で、状況に応じた対応ができるよう努力しています。会
社の同僚からは臨機応変と言われています。仕事中の急
な変更などがあった時は、周りの仲間に迷惑をかけない
ように、コミュニケーションを密にして対応しなければ
ならないと思っています。私は、何かしようと思ったら
すぐに行動してしまう、せっかちなところがあります。
素早さが求められる場合は良いのですが、慎重な判断が
求められる場面では、短所となるのではと思います。そ
こで最近は行動する前に一度落ち着いて考えるという事
を心掛け、責任のある仕事ができるよう意識しています。
仕事は、平成 3 年に飛島建設に入社し現在は首都圏土
木支店で工事部長をやっています。支店内に工事部が 4
つあり、私は第一工事部を担当しています。担当現場は
現在 9 現場。又、本社、支店の土工専門委員会の委員長
も兼ねて現場の支援を行っています。最近はトラブルで
謝りに行くことが多いですが、現場ですので事故が無い
ように、工期を守り、品質の良い物を作るという信念で
仕事を行っています。
最後に、東京八王子東ＲＣに入会させていただきあり
がとうございました。これから皆様と楽しく活動をし、
いろいろな経験をさせていただきます事をとても楽し
みにしています。【抜粋／処々割愛させていただきました】

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 「奉仕の理想」
◎お客様のご紹介

橋本幸一 会長

森永産業有限会社 代表取締役 髙見澤幸也 様
名誉会員 木村正之 様

◎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
・夏の花植え事業

千葉謙一 社会奉仕委員長

・Ｒ財団セミナー

小泉俊男 ロータリー財団副委員長

◎イニシエーションスピーチ
◎閉 会 点 鐘

髙原 一郎 会員

橋本幸一 会長

◎ニコニコ箱 伊熊俊雄 親睦委員

（13:30）

◎幹事報告

水長 秀彦 幹事
①「平塚年度上期例会予定表」の配付(例会ポスト)
②「新入会員歓迎会」のお知らせ
③「内田会員 写真展にゲスト出展」について
④ 東京八王子北 RC 主催「ふれあいコンサート」の
ご案内
⑤ 次年度「会員名簿」の校正のお願い
⑥ 次回例会は 6/18(火)最終夜間例会
次年度理事会（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

【メークアップ】
佐野武久会員 インターンシップ委員会 （6/4）
小泉俊男会員 ロータリー財団セミナー （6/7）
橋本幸一会長、水長秀彦幹事
2018-19 年度 第 6 回多摩南グループ協議会（6/10）

16 名：計 50,000 円 累計 1,828,000 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

２２名

84.62%

４名

80.77%

１名

４名

０名

《 ニコニコ特集 》
橋本幸一君 たかがロータリー、されどロータリー、最後
までよろしくお願いします。
水長秀彦君 残すところあと２回、少しさみしい気持ちに
なります。本日、髙原会員のイニシエーションスピーチ
楽しみにしています。
伊熊俊雄君 髙原さんのイニシエーションスピーチ楽しみ
にしております。私事ですが、昨年６月１２日の例会で
イニシエーションスピーチをさせていただきました。あ
れから早一年、ロータリーライフを満喫しております。
皆様ありがとうございます。
加藤 登君 髙原さん、イニシエーションスピーチ楽しみに
しています。高見澤さん、木村さん、ようこそ東ＲＣへ
小嶺和昭君 名誉会員の木村正之様、高見澤幸也様、よう
こそお越し下さいました。高原一郎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。
近藤義之君 高見澤様ようこそ！高原様スピーチ楽しみに
しています!
坂本芳彦君 ３人の孫の誕生日が近づいてきました。
（６月
２１日）どんなプレゼントをして、気に入ってもらおう
かと日々悩んでいる今日この頃です。
菅原 孝君 梅雨で仕事がつらい時期になりました。高原
さんイニシエーションスピーチ楽しみです。

《 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

髙原一郎君 本日はイニシエーションスピーチでとても
緊張しています。よろしくお願い申し上げます。
千葉謙一君 仕事の話になりますが、当ホテルザ・ビー八
王子の西隣で10階建てのマンションの外壁及び防水の
改修工事を施工させていただいております。梅雨や台風
に備えて、雨漏りや塗装、防水の相談がございましたら、
是非お願い致します。また、髙原さんのイニシエーショ
ンスピーチをとても楽しみにしております。
戸塚万豈君 本日半蔵門会館にて、友の会の総会がありま
すので、早退させて戴きます。
馬場れい子君 ニコニコに協力して！
平塚德則君 いよいよ梅雨に入りました。本日は晴々とし
た髙原一郎さんのイニシエーションスピーチを楽しみ
にしています。
古瀬和雄君 本格的な梅雨の季節となって来ました。体調
をみださないようロータリー活動を進めましょう。
松宮兼房君 ニコニコに協力して。
森安紀雄君 今日は同月に入会された髙原様のお話をお伺
いできることが楽しみです。よろしくお願い致します。
山本武司君 虚弱体質の為、先週は発熱して例会を休ませ
て頂きました。今日は絶好調です。

《 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

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
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