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日時：2019年 7月 9日(火)

会場：ザ・ビー八王子
司会：水長 秀彦 副幹事

《会長スピーチ》
昨日は東京八王子北ロータリークラブ訪問の際には
大変お世話になりありがとうございました。本日は、
八王子４クラブの会長・幹事さんをお招きしての例会
となりました。
各クラブの会長さんのお話を聞くのを皆さんは楽しみ
にしていたと思いますので、私の挨拶は手短に致します。
北クラブさんでお話しした事は、会員増強の件や夜間
例会後の委員長・副委員長等と懇親会を実施したところ
有意義な楽しい懇親会になったことをお話申し上げま
した。この場をお借りして各委員長・副委員長の方々に
は例会ではないのに拘らず有志でご参加戴きありがと
うございました。
当クラブの奉仕事業について少し触れてみたいと思
います。６月２５日(火)に第四小学校の生徒さんと実
施いたしました花植え事業にあっては、暑い日のさな
かにご参加を戴いた皆さん大変ご苦労様でした。
京王八王子駅から五差路周辺までの街路樹根元の部
分に約４９０ポットもの花植えを行いました。子供達
はとても明るい笑顔で大変喜んでいました。本日お越
し戴いています各クラブの会長・幹事様におかれまし
ては、機会がありましたらぜひご覧になってみてくだ
さい。ただ、その場所に、ごみを捨てられない事を祈
りたいものですね。

◆東京八王 子 RC
会長 大蔵 健司 様 ／ 幹事 田辺 茂 様(右)
「友情で奉仕の輪を広げよう」

平 塚 德 則

街の美化運動に少しでも貢献できたものと思います。
当クラブでは通年事業として継続していきたいと思って
います。
今年度ＤＧを利用し『児童養護施設エス・オー・エス
こどもの村』の中高生１５名の生徒さんを８月２４日
(土)にディズニーランドに招待する事となりました。自
己負担になりますが、お手伝いいただける方はパスト会
長の橋本さんにご連絡して戴きたくお願い致します。
国際奉仕事業と致しまして、フィリピンのラモン・マ
グサイサイロータリークラブが支援しておりますライ
ラへの奉仕活動、タイには公立学校への支援、カンボジ
アには教師の派遣等の国際奉仕活動を継続していきま
すし、子供の貧困問題への取り組みとして、フードバン
クや無料塾等への奉仕活動を行なっていきます。
又、ここで理事会に上程いたしました、秋口に予定し
ていますライオンズクラブとの合同例会も企画しており
ますので、まとまり次第、皆さんにご通知申し上げます。
なんだか、やることを増やしているのは自分自身ではな
いかと思うこともありますが、充実したクラブ運営をして
いこうと思っていますのでよろしくお願い致します。
結びに、八王子５クラブが互いに協力し合い、助け合
い楽しいロータリーライフを送れることを祈念して私
の挨拶と致します。ありがとうございました。

◆東京八王子 南 RC
会長 福澤 武文 様 ／ 幹事 横山 瀬如 様(右)
「友情を力に」

◎お客様のご挨拶◎

まる

【八王子４クラブ会長・幹事 表敬訪問】

今年度一年よろしくお願いいたします。
(記念撮影：八王子５クラブ会長・幹事様）
◆東京八王子 西 RC
◆東京八王子 北 RC
会長 石森 浩元 様 ／ 幹事 神辺 和幸 様(左)
会長 鈴木 豪 様 ／ 幹事 古谷 宏和 様(右)
「ロータリーをたのしもう」
「つながれ人の輪」

本日の式次第
◎開 会 点 鐘
平塚德則 会長
◎ロータリーソング
「我らの生業」
◎お客様のご紹介
平塚德則 会長
八王子4クラブ 会長・幹事様
◎会長スピーチ
◎幹 事 報 告
◎八王子4クラブ
東京八王子RC
東京八王子西RC
東京八王子南RC
東京八王子北RC

平塚德則 会長
千葉謙一 幹事
会長・幹事ご挨拶
会長 大蔵健司様、幹事
会長 石森浩元様、幹事
会長 福澤武文様、幹事
会長 鈴木 豪様、幹事

◎閉 会 点 鐘

(12:30)

田辺 茂様
神辺和幸様
横山瀬如様
古谷宏和様

平塚德則 会長

(13:30）

◎ニコニコ箱 伊熊俊雄 親睦副委員長
円)
◎出席報告 山本武司 出席(奨励)委員長

◎幹事報告

千葉 謙一 幹事
①「2019-20 年度国際ロータリー第 2750 地区 ハンド
ブック」の配付(例会場ポスト)
②「坂本俊雄パストガバナーお別れの会」のお知らせ
③「米山奨学生・米山学友・ロータリアン 夏の懇親
パーティ」のお知らせ
④「第 18 回ロータリー全国囲碁大会」のお知らせ
⑤「旅行代金積立」について
⑥ 次回例会は 7/23(火)夜間 2 回例会
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（7/6）

17 名：計 89,000 円 累計 183,000 円(年度予算 1,500,000 円)
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《 ニコニコ特集 》
平塚德則君 本日は、八王子４クラブの会長・幹事さ
んをお迎えしての例会となりました。楽しい例会と
いたしましょう！
千葉謙一君 本日は4クラブの会長幹事様当クラブに
お越しいただき誠にありがとうございます。まだロ
ータリー歴が浅い私にいつもご指導頂きまして感謝
致します。今年度の幹事として頑張っていきたいと
思いますので、どうぞ宜しくお願い致します。
伊熊俊雄君 7/7(日)函館マラソンに出てきました。八
王子のシャツを着て走ったので「がんばれ八王子」
と沿道の方々から声援をいただき、とても気持ち良
く走れました。今は厳しい筋肉痛です。
内田 智君 八王子四クラブ会長、幹事様ようこそ!!
宜しくお願い致します。
加藤 登君 4クラブの会長様、幹事様、ようこそ東ク
ラブへ。一年間宜しくお願い致します。
小嶺和昭君 各クラブの幹部の皆様お越し下さいまして
光栄に存じます。最後迄ごゆっくりおすごし下さい。
近藤義之君 ニコニコに協力して
佐藤武文君 本日は八王子4クラブの会長、幹事さんご
来会ありがとうございます。今年度一年間よろしく
お願いします。
《 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

佐野武久君 八王子RC、4クラブの会長幹事の皆さん、
ようこそお越し下さいました。宜しくお願い致し
ます。
菅原 孝君 4クラブ会長幹事様、お越し頂きありが
とうございます。本日はよろしくお願い致します。
髙原一郎君 ニコニコに協力します。
戸塚万豈君 本日は八王子四クラブの会長‣幹事様、
良くおいで下さいました。宜敷くお願いいたします。
馬場れい子君 4クラブの会長様・幹事様、ようこそ
おいでくださいました！
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 八王子の4クラブの会長幹事様、ようこ
そおいで下さいました。
馬見塚潔君 今日、道で\100を拾いました。警察に
届けずに、ニコニコに協力します。
水長秀彦君 本日は八王子4クラブの会長・幹事様、
ようこそお越しいただきました。本年度もどうぞ
よろしくお願いいたします。
山本武司君 表敬訪問お待ちしておりました。お話
し楽しみです。
《 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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