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会長テーマ

クラブ会長標語

マーク・ダニエル・マローニー
ロータリーは世界をつなぐ

新しい時代こそ 一致団結！

日時： 2019年 7月 23日(火)
会場： 八王子ホテルニューグランド
司会：水長 秀彦 副幹事

《会長スピーチ》

平塚 德則

今晩は！7 月 9 日の 4 クラブ表敬訪問の際は、Ｓ.Ａ.
Ａ並びに親睦委員会の皆さん大変ご苦労様でした。先
日、八王子 4 クラブを表敬訪問してきて、各クラブの
特徴がありましたので、少し触れてみたいと思います。
各クラブの会長さんのお話は、活動計画の話や奉
仕活動の話がほとんどでした。特に特徴があったの
は、東京八王子クラブで、上座にテーブルを並べ会
長・幹事並びに理事の方々が会員の方を向いて座ら
れていました。その真ん中で挨拶を致しました。そ
うです、ガバナー公式訪問のときの配置ですね。そ
こが大きな違いでした。
西クラブは、さすが大所帯です。会員数 106 名中
８０名位の出席で欠席者も多かったようです。
そんな中、私は挨拶で主に改革案の話をいたしま
した。夜間例会の実施や、会員増強、各委員会の充
実の話を致しました。
当東クラブは、食事はイマイチでしたが、拍手でお
迎えしたのは八王子クラブと東クラブだけでした。会
員数は少なくても、八王子のどのクラブよりもまとま
りのある良いクラブであることを実感した次第です。
また本日は、第１回例会では新会員入会式、第２
回例会では、各委員会の活発なディスカッションを
行なって頂いた後には、梅雨空が続いてジメジメし
た気分をリフレッシュして頂こうと、友人でありま
す大貫さんトリオによります、ジャズの生演奏を企
画しご用意致しましたので、今宵は楽しみましょう。
東京八王子東ロータリークラブを益々活気あるク
ラブにして行きましょう。

新会員入会式
① 新会員紹介
新会員 片桐 貴行 様 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
平塚 德則 会長
③ 会長歓迎の言葉
平塚 德則 会長
④ 新会員のご挨拶
片桐 貴行 新入会員
⑤「それでこそロータリー」斉唱

素敵な笑顔の片桐貴行新会員

バッチをつけています

2018-19 年度 100%出席表彰された会員

声高らかにロータリーソング斉唱

幹事報告する千葉幹事

橋

本日の式次第
◎開 会 点 鐘
平塚德則 会長
(18:00)
◎ロータリーソング
「奉仕の理想」
◎2018-19年度100%出席者の発表ならびに表彰状贈呈
佐藤武文 パスト会長
◎会長スピーチ
平塚德則 会長
◎幹 事 報 告
千葉謙一 幹事
◎閉 会 点 鐘
平塚德則 会長
（18:25）
＊・＊・＊・ 懇 親 例 会 ・＊・＊・＊
司会：馬見塚 潔 親睦委員長
☆開 会 点 鐘
平塚德則 会長
☆乾
杯
戸塚万豈Ｓ.Ａ.Ａ委員長
☆活動計画ディスカッション＆発表 各委員会＆委員長
☆ジ ャ ズ 演 奏
大貫トリオ（vo. Bs. pf）
☆中 締 め
加藤 登 会長エレクト
☆閉 会 点 鐘
平塚德則 会長
（20:00）

◎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 ザ・ビー八王子の例会場ホワイトボードに掲示
・
「2019-20 年度ガバナーと語ろうロータリーの未来」
のご案内
・八王子５クラブの会長・幹事が紹介されている
７/18 発行のタウンニュース
・8/24(土)地区補助金を活用しＳＯＳこどもの村の子ど
もたちをディズニーランドへ招待。同行者を募集。

② 次回例会は 8/6(火)通常例会
橋本理事会（11：00-12：00）
幸一 会長

１８：３０

例 会 (12：30-13：30)
会 場：ザ・ビー八王子

【メークアップ】
菅原 孝会員 補助金資金管理実務講習会
(7/ 8)
坂本芳彦会員 東京ピースウィングロータリーＥクラブ (7/17)

18 名：計 58,172 円 累計 241,172 円(年度予算 1,500,000 円)

会員総数

出席者数

出席率

欠席者数
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０名
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《 ニコニコ特集 》
平塚德則君 片桐貴行さん入会おめでとうございます。ジャ
ズの生演奏を企画致しました。皆さんで楽しみましょう。
千葉謙一君

先日の八王子4クラブ会長・幹事様表敬訪問の際に

は、当クラブ会員の皆様方のご協力により無事に終了するこ
とができました。心より感謝致します。これからも不慣れ
な幹事ですが、皆様のお力添えを何卒宜しくお願い致します。
伊熊俊雄君 片桐さん、お待ちしておりました！ 一緒にロ
ータリーライフを楽しみましょう。
内田

智君 お蔭様で例会を休まず出席することができまし

た。感謝で一杯です。有りがとうございました。
加藤

登君 片桐さんご入会心より歓迎致します。ジャズ演

奏楽しみです。

佐藤武文君

本日は新会員の片桐さんの入会式おめでと

うございます。今後は我クラブの一員として共に活動で
きること大変うれしく思います。
佐野武久君

毎日雨ばかりでいやな天気ですが、笑顔で毎

日仕事をしています。ニコニコに協力致します。
菅原 孝君

片桐さん新入会おめでとうございます。楽し

んで下さい。音楽には縁がないので、ジャズ演奏楽しみ
です。
髙原一郎君

暑くなりました。熱中症に注意して夏を乗り

切りましょう！ ニコニコに協力します。
戸塚万豈君

今日は夜間例会ですね。皆んなで楽しくやり

ましょう。

小泉俊男君 梅雨明けも近そうです。ニコニコに協力します。

松宮兼房君 ニコニコに協力して。

小嶺和昭君 新たな年度に心新たに楽しくお願いいたします。

馬見塚潔君 毎日ジメジメした日が続いておりますが、皆

近藤義之君 以前、皆様のご協力を頂きました、マニラのマグ
サイサイRCの活動にオリガミを送って支援する活動ですが、

様健康に留意して乗り切りましょう。
水長秀彦君

片桐さん入会おめでとうございます。新入会員

物資が届いたとの報告を受けました。今後も宜しくお願いい

ですが、既に会員のような気がしています。今年度一年間

たします。172円の余剰金とともにニコニコへ戻します。

の活動計画を実現し、充実したものにしていきましょう。

坂本芳彦君 片桐さん入会おめでとうございます。ぜひぜひ
長いおつきあいをお願いします。

《８月の予定》会員増強・新クラブ結成推進月間
6 日(火)
13 日(火)

理事会、通常例会(三祝）
会場：ザ・ビー八王子
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

山本武司君

メークアップの規定が変りそうです。何かよ

くわかりません。

《９月の予定 》 基本的教育と識字率向上月間
ロータリーの友月間
3 日(火) 理事会、夜間例会(三祝）
会場：ザ・ビー八王子
9 日(月) ガバナー公式訪問・３クラブ合同例会
会場：京王プラザホテル八王子
10 日(火) 9/9(月)の振替休会
17 日(火) 夜間 2 回例会
会場：八王子ホテルニューグランド
24 日(火) 2 回例会振替休会

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
公共イメージ委員会 ： 菅原 孝・水長 秀彦・内田 智・佐野 武久・千葉 謙一

URL http://www.hachioji-east-rc.org/

懇親例会

写真集

2019 年 7 月 23 日(火)18：30～

まずは喉を潤してから
活動計画ディスカッション
乾杯の音頭はやはり
戸塚 万豈 ＳＡＡ委員長

懇親例会の司会はこの人
馬見塚 潔 親睦委員長

活動計画発表をする各委員長
淡々と…穏やかに…厳しい顔つきの顔・顔・顔

山本 武司
出席(奨励)委員長
馬見塚 潔
親睦委員長

佐野 武久
研修・プログラム委員長

戸塚 万豈
ＳＡＡ委員長

菅原 孝
公共イメージ委員長

緊張の活動計画ディスカッション&発表のあとは

大貫バンド
の素敵なジャズ演奏で
和やかムードに！

なかなか手締めをしない加藤 登 会長エレクト

充実した例会となって満足顔の平塚德則会長

