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第1830・1831回

最終夜間2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 6月18日(火)
会場：八王子ホテルニューグランド
司会：加藤 登 副幹事

《会長スピーチ》 橋本 幸一

本日は最終例会、会長としてスピーチするの
も最後となりました。皆様のご協力のおかげで
この一年過ごすことが出来ました。幹事役員そ
して会員の皆様に感謝申し上げます。
一昨日北クラブのふれあいコンサートに行っ
て参りました。久しぶりのふれあいコンサート
を楽しませて頂きました。
この様な一般社会に向けたロータリーの活動
は貴重なものです。今後も継続してほしいと思
いました。このコンサートに障がいを持たれた
方の製品を販売するブースがありましたので、
クッキーを買おうとしましたが、売り切れでし
た。そこで注文して、本日会員の皆様にお渡し
しようと思い持ってきました。お持帰り頂けれ
ばと思います。皆様も機会があれば作業所の製
品を是非ご利用ください。
この一年貧困の連鎖をテーマとして活動し、
無料塾・フードバンク・子ども食堂・児童養護
施設を取り上げました。来年度以降もこれらに
心配り頂きたく
存じます。一年
間大変有難うご
ざいました。
馬場会員より
花束贈呈

新会員入会式
① 新会員紹介
髙見澤 幸也 新会員登壇
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
髙見澤 幸也 新入会員
⑤「それでこそロータリー」斉唱

新入会員を迎えて
ロータリーについて熱く語っていただきました。

(左から) 近藤義之・戸塚万豈・山本武司 各委員長

◎幹事報告

水長 秀彦 幹事

①「東京八王子南ＲＣのサインメークアップ場所」
の変更について
②「新入会員歓迎会(髙原・森安・髙見澤会員)」
の出欠回答のお願い
③ 次回例会について
7/2(火) 平塚年度初例会 (夜間 1 回例会)
理事会（16：30-17：30）
例 会 (18：00-19：00)
会 場：ザ・ビー八王子

橋
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橋本幸一 会長
「奉仕の理想」
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水長秀彦 幹事
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司会：坂本親睦委員長
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◎出席報告

橋本幸一
佐藤武文
千葉謙一
橋本幸一

会長
次年度副幹事
次年度幹事
会長 （20:00）

【メークアップ】
近藤義之会員 東京ピースウィングＥクラブ(6/11)
坂本芳彦会員 東京八王子ＲＣ(6/13)
橋本幸一会長、水長秀彦幹事、内田智会員
ふれあいコンサート 2019(八王子北ＲＣ） (6/16)
山本武司会員 北海道 2500 ロータリークラブ(6/18)
◎ニコニコ箱 原田 修吾 親睦委員
18 名：計
円
橋本
幸一 72,000
会長 円 累計 1,900,000
１８：３０
(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 一年間有難うございました。
水長秀彦君 いよいよ最終例会です。今年度一年橋本会長
はじめ副幹事、委員長、会員の皆様には一方ならぬご協
力をいただきまして感謝申し上げます。
有川寿夫君 橋本会長、水長幹事、一年間ありがとうござ
いました。
伊熊俊雄君 橋本会長、水長幹事、1年間お疲れ様でした。
本当にありがとうございました。さて、山本さんにいた
だいたアイデアですが、内田さんの作品を野村證券のシ
ョーウインドウに飾らせていただく事になりました。東
京八王子東RCのPRになればと思います。
内田 智君 橋本会長、水長幹事、役員の皆様、一年間大変
お疲れ様でした。感謝で一杯です。ありがとうございました。
加藤 登君 高見澤さんご入会お目出とうございます。
よろしくお願い致します。
小泉俊男君 会員スピーチにご協力をいただきありがとう
ございました。
プログラム委員会としてお礼申し上げます。
小嶺和昭君 例会も最終回を迎えることになりました。理
事の方々は大変ご苦労があったと思いますが、又新年度
皆んなで楽しいクラブを盛り立てましょう。
佐藤武文君 今日は橋本年度の最終例会です。1年間委員会
の役員の皆様を含め有意義なRC活動が出来たことに感謝
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

菅原 孝君 高見澤さんおめでとうございます。橋本年度
最後の夜間例会楽しみましょう。
千葉謙一君 橋本会長、水長幹事、一年間お疲れ様でし
た！皆様一年間、本当にありがとうございました。次年
度も何卒、ご協力をお願い致します。ニコニコ楽しい東
ロータリークラブ最高です！
戸塚万豈君 今年度最終例会ですね。役員の皆様大変ご苦
労様でした。
中川常彦君 橋本先生おつかれさまです。リゾートマンシ
ョンの管理組合長を永らくつとめておりますが、鳩害で
悩んでおります。解決策に詳しい方お話し下さい。
馬場れい子君 橋本会長、水長幹事、お疲れ様でした。と
りわけ橋本会長は2回目の会長で誠にありがとうござい
ました。水長幹事はとても善人なのでお幸せでしたね！
平塚德則君 いよいよ橋本年度最後の例会ですね。ご苦労
様でした。私自身、次年度の会長として頑張って行きた
いと思います。今後ともご指導ご鞭撻をよろしくお願い
致します。
松宮兼房君 橋本会長、水長幹事一年間ご苦労様でした。
森安紀雄君 高見澤さんのご入会おめでとうございます。
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 いよいよ最終例会です。一年が過ぎるのはほ
んとに早いです。会長・幹事さん一年間本当にご苦労様
でした。来月からはゆっくりと休んで下さい。

《８月の予定》会員増強・新クラブ結成推進月間
6 日(火)

理事会、例会(三祝）
会場：ザ・ビー八王子
13 日(火) 2 回例会振替休会
20 日(火) クラブ協議会、例会、総会
会場：ザ・ビー八王子
27 日(火) 納涼夜間 2 回例会
会場：未定
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