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マーク・ダニエル・マローニー
ロータリーは世界をつなぐ

クラブ会長標語

新しい時代こそ 一致団結！

日時：2019年 7月 2日(火)

会場：ザ・ビー八王子
司会：水長 秀彦 副幹事

《会長ご挨拶》

平塚 德則

◎新年度のスタート
会長・幹事の
認証状、バッチ等の
引継ぎが行われました。

本日は多摩南グループ ガバナー補佐 野川 勇 様、グ
ループ幹事 清野 修一様をお迎えしての初例会となりま
した。また、プログラムが盛り沢山ですので、会長挨拶
は手短にさせて戴きますことご了承ください。
さて、私自身、何もわからない内に早いもので 2 年が
経過したかと思えば、入会後、間も無く会長職につくと
は夢にも思わなかったのです。振り返りますと、入会し
て１年位はいろいろ戸惑いもあったし、何をやっている
のかわからない状態だったと思います。
クラブの運営上もさることながら
会員増強；人数が多ければ良いと云う問題ではありませ
んが、クラブの運営上の問題もあります。少人数でもまとま
りのある充実したクラブにして行こうではありませんか。
それには、
各委員会の充実；どのような役割や活動をしているの
か？今後の活動計画等を特にこれから入って来られる新
入会員にわかりやすくお話していただければ幸いです。
そんな機会を作りたいのです。
親 睦；そんな思いから、本日、例会後、各委員長、副
委員長と懇親会を企画いたしました。任意に拘わらず大勢の
方の参加を頂きありがとうございます。話は短く、懇親を深
め楽しくやりたいと思います。よろしくお願いします。
各奉仕活動；ロータリアンの皆さんは、それぞれの仕
事や各行事に参加されてとても忙しく活動されている
方々だと思います。出来ることをやる！参加型で活動し
て行きましょう！
結びに、未熟ではありますが、この一年、東京八王子
東ロータリークラブの仲間の皆さんと他クラブに負けな
い楽しく充実したクラブにして行くことを目的に頑張っ
て行く覚悟です。皆さんのご協力をお願い致します。
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本日の式次第
◎認証状・木槌、会長・幹事バッチ引継
(18:00)
◎開 会 点 鐘
平塚德則 会長
◎国 歌 斉 唱
「君が代」
◎お客様のご紹介
平塚德則 会長
多摩南グループ ガバナー補佐 野川 勇 様
グループ幹事 清野修一 様
◎ガバナー補佐ご挨拶
野川 勇 様
◎三祝(ハッピーバースデーソング) 馬見塚 潔 親睦委員長
◎お客様のご紹介
平塚德則 会長
片桐未来経営研究所 片桐貴行 様
西村亨税理士事務所 西村 亨 様
◎新役員・新理事紹介
千葉謙一 幹事
◎会 長 挨 拶
平塚德則 会長
◎幹事挨拶及び報告
千葉謙一 幹事
◎閉 会 点 鐘
平塚德則 会長 (19:00)

◎ニコニコ箱
◎出席報告

伊熊俊雄 親睦副委員長
山本武司

◎幹事報告

千葉 謙一 幹事
①「2019-20 年度の活動計画書・会員名簿」の配付
②「第 15 回日韓親善会議」のお知らせ
③「2019-20 年度ホノルル国際大会」のお知らせ
④ カンボジア教師育成プロジェクト参加の(公財)
シーセフより感謝状を頂きました。
⑤ 次回例会は 7/9(火)通常例会
(八王子 4 クラブ会長・幹事 表敬訪問)
理事会 (11：00-12：00)
例 会 (12：30-13：30)
会 場：ザ・ビー八王子

【メークアップ】
橋本幸一会長、水長秀彦幹事
第 4 回クラブ会長・幹事会（6/19）
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《 ニコニコ特集 》
平塚德則君 本日は、野川勇ガバナー補佐、清野修一グル
ープ幹事、ようこそお越し下さいました。私にとって会長
就任初例会で緊張していますが、楽しんでいって下さい。
千葉謙一君 本日はお忙しい中、ガバナー補佐 野川勇様、
グループ幹事 清野修一様、ようこそお越しくださいま
した。ごゆっくり、おくつろぎください。
伊熊俊雄君 昨日より、内田さんの素晴らしい写真をディ
スプレイに飾らせていただいております。水長さんに製
作していただいた東京八王子東R・Cのプレートも素晴ら
しいです。ぜひ見にいらして下さい。
内田 智君 平塚年度の船出をお祝い申し上げます。山本
会員さんのご発案で伊熊会員さんより写真展示のご配慮
を戴き、会員増強の思いが実現することを年度の始めに
願っております。少しでもお役に立つことが出来れば大
変嬉しいです。水長前幹事さん有難うございました。
加藤 登君 野川ガバナー補佐、清野グループ幹事様、よ
うこそ八王子東R・Cへ。夜間例会お楽しみ下さい。
小嶺和昭君 野川様、清野様、片桐様、本日はようこそお越
し下さいました。最後迄ごゆっくりくつろいで下さい。平塚
会長、千葉幹事、今日から再びよろしくお願いいたします。
佐藤武文君 今年度のガバナー補佐の野川様、グループ幹
事の清野様、ご来会有り難うございます。そして本日ご
出席の新入会員予定の片桐様、西村様、私達のクラブで
ご一緒出来ることを願っています。

《 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

菅原 孝君 平塚新年度一層の飛躍を願います！ 野川
勇ガバナー補佐、清野修一グループ幹事さま、おこし頂
きありがとうございます。
髙原一郎君 新年度よろしくお願い申し上げます。
髙見澤幸也君 新入会員に登録頂いて初めての例会です。
皆様よろしくお願い致します。楽しみにしています。
戸塚万豈君 年度も改まりおめでとうございます。新会
長・幹事・役員の皆様方よろしくお願い申し上げます。
橋本幸一君 いよいよ平塚年度のスタートですね。
馬場れい子君 平塚年度の船出を祝して！ 平塚船長、千
葉副船長！ 無事で楽しい航海を！
古瀬和雄君 平塚年度の始まりです。１年間よろしくお願
いします。今月は申し訳ございません。あとの３回例会
は欠席となります。
松宮兼房君 平塚会長、千葉幹事の船出です。よろしく、
よき所にお導き下さい。
水長秀彦君 平塚年度のスタートにニコニコいたします。
千葉幹事も二人三脚でお願いいたします。野川ガバナー
補佐、清野グループ幹事、ようこそお越しくださいました。
森安紀雄君 先日は新会員歓迎会を開催していただきありが
とうございました。改めてメンバーに入れていただいた実感
がわき、とても嬉しい時間を過ごさせていただきました。
山本武司君 平塚年度の門出を祝して、ニコニコ。一年間
楽しみです。

《 ８月の予定 》
6 日(火) 理事会、通常例会(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、通常例会、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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