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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

新しい時代こそ 一致団結！

日時：2019年 8月20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》

★クラブ協議会★
◎クラブ協議会開会

平塚 德則 会長
今日のクラブ協議会ご参加
の方、皆さんご苦労さまでし
た。また、ひとことお礼を申
し上げたいことが 1 点ありま
して、8 月 6 日の例会の際、私並びに千葉幹事は地区
のクラブ会長・幹事会並びに RI 会長の晩餐会に参加
してまいりました。その留守中、パスト会長の松宮さ
んには例会の進行をしていただき、たいへんありがと
うございました。この場を借りてお礼を申し上げます。
今日の協議会の話の中でも出ていましたが、会員
増強については、佐藤会員増強特別委員長が 2 名、
私の方でも 1 人今お声掛けしています。皆さんにお
いても、また会員増強に対してご尽力いただいて、
是非よろしくお願いしたいと思います。
なかなか素晴らしい協議会で、委員会の活性化等に
ついてもかなり充実した話が出ました。野川さんのお
話の中で、若い人にできるだけ役をしていただいて、
決していじめではありません。若い方に是非参画して
いただいて、例会を進めたり、旅行会などの企画をし
ていただいて、ますます楽しい、充実したクラブにな
っていけばなと、協議会で私自身実感したわけです。
この後、9 日にはガバナー公式訪問もありますし、
いろいろな行事等も多々ありますが、ガバナー公式
訪問の 3 クラブの合同例会においても、大勢の方の
ご参加をいただきたいとお願い申し上げます。
もう 1 点大事なお願いは、40 周年を迎えるにあた
り、今いろいろ協議しておりますので、皆さんの中
でも良いアイデアがありましたら、お声をかけてい
ただきたいと思います。40 周年の実行委員長を決
め、40 周年に向かって八王子東 RC が更なる飛躍を
していくようにしたいと思います。今日は 11 時か
らの協議会、本当にお疲れさまでした。

千葉謙一 幹事

(11:00)

◎会長挨拶
平塚德則 会長
◎ガバナー補佐ご挨拶 野川 勇 ガバナー補佐
◎議 題
議長 平塚德則 会長
①「会員増強」について
（11:10-11:30)
②「例会の充実（委員会の活性化等）
」について
(11:30-11:50)
◎講 評
野川 勇 ガバナー補佐
(11:50)
◎謝 辞
平塚德則 会長
◎クラブ協議会閉会
千葉謙一 幹事
(12:00)

例会でご挨拶される
野川 勇 ガバナー補佐(左)
清野修一 グループ幹事(上)
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エス・オー・エスこどもの村の盆踊り 8/18(日)
8 月 18 日(日)、平塚会長、水長副幹事、伊熊会員と私橋本の 4 名
で、エス・オー・エスこどもの村の盆踊り会に差し入れのジュース
を持参し、参加しました。これから踊り
に参加しようと思っていた矢先に、雨が
降り出しました。なかなか止む気配がな
いので、せっかく浴衣を着て行ったのに
残念でしたが諦め、６時３０分頃引き揚
げて来ました。来年こそは踊るぞ！

本日の式次第
◎開会点鐘
平塚德則 会長
（12:30）
◎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
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
◎会長スピーチ
平塚德則 会長
◎幹事報告
千葉謙一 幹事
◎ガバナー補佐・グループ幹事ご挨拶
◎閉会点鐘
平塚德則 会長
（13:15）
【 総 会 】（13:15～13:30）
議長 平塚德則 会長
議題 1）「2018-19年度決算報告」橋本幸一 直前会長
2）「監査報告 及び 質疑」 坂本芳彦 会計監査
2018-19年度

3）「採決」

◎ニコニコ箱 馬見塚 潔 親睦委員長
◎出席報告
円)

◎幹事報告

千葉 謙一 幹事
① 例会場ポストに配付
・
「期末収支報告書」
・
「ガバナー月信 ８月号」
・
「ハイライトよねやま Vol.233」

②「9/15(日) 国際ロータリー第 2750 地区軽音楽
同好会発表チャリティーライブ」のお知らせ
③「10/12(土)～14(日)第 16 回ＲＹＬＡセミナー」
のお知らせ
④ 次回例会 8/27(火) 納涼夜間 2 回例会
例 会 (18：00-20：00)
会 場：八王子ニューグランドホテル
【メークアップ】
平塚德則会長・千葉謙一幹事
第 1 回クラブ会長・幹事会、RI 会長歓迎晩餐会（8/6）

17 名：計 59,000 円 累計 358,172 円(年度予算 1,500,000 円)

小嶺和昭 S.A.A 副委員長
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《 ニコニコ特集 》
野川ガバナー補佐、清野グループ幹事
平塚德則君 本日は、ガバナー補佐野川様グループ幹事清野
様ようこそおこし下さいました。お盆休みも終わり、皆さ
んの元気な顔を見られるのを楽しみにしていました。
千葉謙一君 野川勇ガバナー補佐様清野修一グループ幹事
様、本日はクラブ協議会にお越し頂きまして感謝致します。
魅力あるクラブとなるよう、会員一丸となって努めていき
たいと思いますので、今後ともご指導ご鞭撻のほど宜しく
お願い申し上げます。
伊熊俊雄君 先々週夏休みで北海道へ行ってきました。たま
たま高校時代の友人の奥さんの実家がニセコで30年ぶりに
会いました。ニセコで寿司屋をやっていますが、外人だら
けでワインクーラーが3つもありました。1本150万円のワイ
ンがどんどん出るようです。寂しい気持ちになりました。
片桐貴行君 親戚に赤ちゃんが生まれました。とてもうれし
い夏になりました。
加藤 登君 野川ガバナー補佐、清野グループ幹事、ご来訪
ありがとうございます。又、ＩＭではお世話になります。
宜しくお願いします。
小嶺和昭君 野川様、清野様ようこそおいで頂きました。連日の
暑さにめげず健康第一にロータリー、お仕事に励みましょう。
近藤義之君 野川ガバナー補佐、清野グループ幹事ご苦労様
です。私事ですが、8月4日に2人目の孫娘が誕生しました。
まごまごしている内に2人の孫の「じーたん」になりました。

《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

坂本芳彦君 野川ガバナー補佐、清野グループ幹事お忙し
いところ、ようこそお出で下さいました。東ロータリー
クラブ、ご指導のほどお願いします。
佐野武久君 8/15に山本会員といっしょに渓流つりに行
って来ました。台風の中ずぶ濡れになりながらイワナを
2匹つりました。ニコニコに協力致します。
菅原 孝君 お盆休み、皆さまどう過ごされたでしょうか。
野川ガバナー補佐様清野グループ幹事様本日はお越しいた
だきありがとうございます。
髙原一郎君 野川ガバナー補佐様清野グループ幹事様本日は
よろしくお願いします。
橋本幸一君 少し涼しくなりました。夏も終わりですかね。
馬場れい子君 ガバナー補佐様、グループ幹事様ようこそ
いらっしゃいました。大歓迎です。
松宮兼房君 ニコニコに協力して。
水長秀彦君 野川勇ガバナー補佐、清野修一グループ幹事、
本日はようこそお越しくださいました。貴重なお話を伺え
まして、ありがとうございます。今年度一年どうぞよろし
くお願いいたします。
山本武司君 先日、佐野君と山梨の山奥へ岩魚釣りに出か
けました。自分は坊主でしたが、佐野君は立派な魚体を
数匹釣り上げました。雨がひどく鉄砲水がこわくて、昼
前に逃げてきました。

《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
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