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ロータリーは世界をつなぐ

クラブ会長標語

日時：2019年 8月 6日(火)

新しい時代こそ 一致団結！

会場： ザ・ビー八王子
司会：水長 秀彦 副幹事

《会長スピーチ》
松宮 兼房 パスト会長

どうも久しぶりに立つと戸惑ってしまいますが、
我々神社の世界は今大変でして、
「御代替り」のた
めに神社界はめちゃくちゃな騒ぎになっておりま
す。と言いますのは、皆さま「天皇」とただおっし
ゃいますが、細かく言いますと、
「天皇」という意
味は「大和の大神主」という意味なのです。我々は
神社と言っていますが、早い話が神社神道というの
は天皇教です。ですからすべてのもとが天皇の考え
方にありますので、いつも行動がほとんど同じにな
ってしまうのです。

【活動計画発表】
・会員増強特別委員会
・職業奉仕委員会
・社会奉仕委員会
・国際奉仕委員会
・新世代奉仕委員会
・ロータリー財団委員会

天皇の一番大事な仕事というのは、国事行為は新
しいことですが、本来の仕事はおまつりをすること
なのです。陛下のおまつりは年に 27 回ぐらいあり
ます。我々と違って、我々は 1 時間そこそこのおま
つりで長くても終わってしまうのですが、陛下は朝
の午前 2 時から 2 時間ぐらい、普段の新嘗祭でもか
かるんです。今年は大嘗祭が行われますので、もっ
と時間がかかるだろうと思います。真夜中にこれは
行われるのです。御一代に一度行われるのが大嘗祭
なのです。普段行われるのが新嘗祭。大嘗祭という
のは、代理がききませんので天皇自らがおまつりを
しなければなりません。新嘗祭は場合によっては、
皇太子が代わることができるのですが、大嘗祭に限
っては必ず天皇が行います。
御一代に一度しかないおまつりなので、今我々の
世界も大騒ぎで、昨日も神社庁に行ってきました。
11 月の 14・15 日が大嘗宮におきまして、大嘗祭が
行われるのですが、それに合わせて各神社も一斉に
新嘗祭を執り行うのです。全てにおいて指令が来て
おりまして、礼服で全部参加させろということも書
いてあります。まず即位の礼から始まって、大嘗祭
までいろいろな行事を行わなければならない立場
にありますので、戸塚さんはじめ、氏子の役員さん
にはご苦労をかけているのですが、これも世の付き
合いと思ってお願いしているのです。今そういうこ
とをしている最中なのです。時間もないでしょうか
らこれで失礼します。

●活動計画を発表する●

小泉俊男
ロータリー財団委員長

山本武司
会員増強特別副委員長
馬場れい子
国際奉仕副委員長

誕生日プレゼントの
ボールペンを手に
戸塚万豈会員(右)

本日の式次第
◎開会点鐘

松宮 兼房 パスト会長 （12:30）

◎国歌斉唱

「君が代」

◎お客様のご紹介

松宮 兼房 パスト会長

◎三祝(ハッピーバースデーソング) 馬見塚 潔 親睦委員長
会員誕生日：戸塚万豈会員
結婚記念日：内田 智 会員

◎幹事報告

水長 秀彦 副幹事
① SOS こどもの村 施設だより「高尾の四季」の回覧
② 例会場ポストに配付
・
「組織表(片桐会員配属)」
・
「ロータリーの友 ８月号」

③「8/18(日)SOS こどもの村の盆踊り」のご案内
④ 次回例会等について
8/20(火) クラブ協議会（11：00-12：00）
例 会
(12：30-13：15)
総 会
(13：15-13：30)
会 場：ザ・ビー八王子

◎会長スピーチ

松宮 兼房 パスト会長

◎幹事報告

水長秀彦 副幹事

◎活動計画発表

会 員増強特別・職業奉仕・社会奉仕

【メークアップ】

国際奉仕・新世代奉仕

橋本幸一会員 「子どもの学習支援基金」勉強会（7/23）
加藤 登会員
第 2 回 IM 実行委員会
(7/26)
平塚德則会長・千葉謙一幹事
第 5 回多摩南グループ協議会 （7/30）

ロータリー財団

◎閉会点鐘

各委員会

松宮 兼房 パスト会長 （13:30）

◎ニコニコ箱 原田修吾 親睦委員
18 名：計 58,000 円 累計 290,172 円(年度予算 1,500,000 円)
円)
◎出席報告 山本武司 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

２８名

１８名

64.28%

１０名

81.48%

４名

５名

１名

《 ニコニコ特集 》
平塚德則君 本日は、会長・幹事会の為、例会に出席で
きません。みなさん、暑い日が続きますので、くれぐ
れも、お身体をご自愛下さい！行ってまいります。
内田 智君 夏の風物詩、八王子祭りも盛大に開催さ
れ静かな町並みとなりました。猛暑に向かいます。
お身体充分に気を付けて行きましょう。
片桐貴行君 前回の入会式ではあたたかくお迎えいた
だきありがとうございました。一日でも早くロータ
リークラブのみなさまにお役に立てるよう努力いた
します。どうぞよろしくお願い致します
加藤 登君 久しぶりに日中外出したら暑くて、、
、夏
は夜間例会が良いなー
小嶺和昭君 酷暑の中、皆々様お元気でご活躍のことと
お喜び申し上げます。暑さに負けずに頑張っています。
近藤義之君 8月6日は昼の例会ですね。都合により欠
席いたしますのでよろしくお願い申し上げます。
坂本芳彦君 本日はすいません。欠席させて頂きます。

《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：八王子ホテルニューグランド

佐野武久君 暑い！ものすごく暑いですね！皆さん
体調に気を付けて下さい。
菅原 孝君 毎日暑いですね。外の仕事は大変です。
ニコニコ協力致します。
高原一郎君 八王子祭り楽しかったです。来週より夏
休みです。今週がんばります。
戸塚万豈君 今年も誕生日がやってまいりました。頑
張ります。
中川常彦君 ニコニコに協力して。
橋本幸一君 暑い日が続きます。本日は失礼致します。
馬場れい子君 前回の夜間例会をドタキャンした罰
金ニコニコと一緒です。ごめんなさい。
古瀬和雄君 熱中症に気を付けて下さい。
松宮兼房君 久しぶりの開閉点鐘と会長スピーチ、
我ながら心許さ無いばかりです。
水長秀彦君 暑い日が続きます。ご自愛ください。
山本武司君 この炎天下に、窓を全部閉めきって走
っている車を見ました。世の中、おかしな人がい
るもんです。気をつけましょう。

《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
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