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クラブ会長標語

新しい時代こそ 一致団結！

日時： 2019年 8月 27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》
先程、出席報告を片桐貴行さん、ニコニコ報告を
高原一郎さんにしていただきましたが、如何でした
でしょうか？
通常の例会は、出席（奨励）委員長の山本さんや親
睦委員長の馬見塚さんにして戴くべき所、いろいろな
経験を踏んでもらうため、新入会
員の若い方々に今後していただく
ことに致しました。如何でしたか、
新鮮で、フレッシュな発表でとて
も良かったと思います。
さて、ある日の出来事のお話を
致します。信号機のある交差点に
さしかかった所、交差点の真ん中
で方向が解らなくなってぐるぐる
回っている方がいました。よく見
ると白杖を持っている目の不自由な男性でした。
この交差点は、歩道の工事中で、一般歩行者の通
路確保でガードマンが２、３人で交通整理をしてい
ましたが、交差点内の出来事に気が付いてなく、私
がクラクションを鳴らしたらこちらを見るだけでし

平塚 德則
たので、私はハザードランプを点滅し車を止め交差
点内の４０歳くらいの男性の手を取り危険回避の
手段をとるため誘導しようとした所、私が止めた後
方のクラクションを鳴らしていた車が私たち二人
の前をぶつかりそうな勢いで横切り左折して通り
過ぎ間一髪の出来事でしたが、近く
に居た交通整理をしていたガード
マンは、交差点内に背を向けている
状態で持場を離れることが出来な
かったのか何もしないのです。歩行
者の通行確保のためか手助けもし
ないのです。後で解ったのですが、
工事中のためか一部点字ブロック
が無く、迷い込んだのでしょう。
渋滞がひどくなったので、現場の
ガードマンに「もっと周りに気配りをしろ！」とひ
とこと言ってその場を去りました。日々、皆さんも
困っている人が居たら手を差し伸べ役に立つこと
を心がけましょう。今日は納涼夜間例会です。懇親
を深め楽しみましょう。
新人抜擢

【活動計画発表】
・米山記念奨学委員会
・貧困の連鎖研究委員会
●活動計画を発表する●

内田 智
米山記念奨学委員長

橋本 幸一
貧困の連鎖研究委員長

出席報告をする
片桐貴行会員(左)
ニコニコ報告をする
髙原一郎会員(右)
┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳

子ども夏休み日帰り旅行
（東京ディズニーランド）

いざっ！入場だぁ～！

8/24(土)裏高尾にある児童
養護施設「エス・オー・エス
こどもの村」
の子どもたち 15
名(他に引率の施設職員 4 名)
を東京ディズニーランドへ日
帰り招待しました。
猛暑の一日でしたが、たくさ
んのアトラクションを楽しん
でいる可愛い子どもたちの素
敵な笑顔を見ると帰路の足取
りも軽いものでした。

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
「それでこそロータリー」
◎お客様のご紹介
平塚德則 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
近藤義之 職業奉仕委員長
☆活動計画発表 米山記念奨学/貧困の連鎖研究 各委員会
☆委員会報告・他
近藤義之 職業奉仕委員長/佐藤武文 会員増強特別委員長
加藤 登 IM実行委員/水長秀彦 会員/山本武司 会員

☆中 締 め
☆閉 会 点 鐘

◎出席報告

加藤 登 会長エレクト
平塚德則 会長
（20:00）

◎幹事報告

千葉 謙一 幹事
① 「9/9(月)ガバナー公式訪問３クラブ合同例会」
出欠確認：締切は 8/29(木)
12：25 には着席してお待ちください。
② 8/31(土)東京あけぼのＲＣ協賛
「尾木ママ×3Ｋｅｙｓトークイベント」のご案内
③ 次回例会について
9/3(火) 理 事 会（16：30-17：30）
夜間例会 (18：00-19：00)
橋本 幸一 会長
１８：３０
会 場：ザ・ビー八王子

【メークアップ】
加藤 登会員
第 3 回 IM 実行委員会

(8/23)

◎ニコニコ箱 髙原 一郎 会員
20 名：計 62,000 円 累計 420,172 円
(年度予算 1,500,000 円)

片桐 貴行 会員

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

２１名

75.00%

７名

82.14%

５名

５名

０名

《 ニコニコ特集 》
平塚德則君 季節は急に秋になりましたね。皆さん体
調管理に気を付けましょう！本日の納涼例会を楽し
みましょう。
千葉謙一君 親睦委員会・SAA委員会の皆様、本日は素
敵な納涼例会をご準備して頂いてありがとうござい
ました！皆で、楽しみたいと思います。
有川寿夫君 本日は、お世話になります。ちなみに、
私は反社ではありません。
内田 智君 米山記念奨学委員会本年の活動計画をさ
せて頂きます。
片桐貴行君 納涼夜間例会、楽しみにしておりました。
みなさまと楽しい時間を過ごせればと思います。
加藤 登君 片桐さん出席デビュー、高原さんニコニコデ
ビューおめでとうございます。ご活躍を期待しています。
小嶺和昭君 急激に秋の気配を感じる気候になりまし
た。お体ご自愛下さい。
近藤義之君 本日は、職業奉仕委員会関係で少しお時
間をいただきます。例会を楽しく！
坂本芳彦君 納涼夜間例会、親睦・SAA委員会の皆様、
御準備御苦労様でした。今夜は、楽しませて頂きます。
佐藤武文君 先週１名の入会推薦書をいただきました
ので、次回理事会へ諮りますので皆様よろしくお願
いします。

《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

佐野武久君 祭りの雰囲気でいいですね!ニコニコ
に協力致します。
菅原 孝君 本日は楽しみましょう！
高原一郎君 本日の夜間納涼例会、楽しみにしていま
した。よろしくお願いします。
戸塚万豈君 今年の夏も30℃越す大変暑い日が続きまし
たが、ここ２、３日涼しい日があり秋も近いのでしょ
うか。本日納涼夜間例会、皆で大いに楽しみましょう。
橋本幸一君 久しぶりのサンガーデン。気分が変わ
ります。
馬場れい子君 ニコニコに協力して。
松宮兼房君 納涼例会楽しみます。
馬見塚潔君 まだ暑い日が続きますが、雲の様子は
秋の気配になってきました。納涼例会、原田さん
に感謝です。
水長秀彦君 飲めや踊れ(？)で楽しい夜にしましょう。
森安紀雄君 久し振りの参加ですが、楽しみに参加さ
せていただきました。
山本武司君 今、ここへ来る前に、京八駅前角の「銀
だこ」で喉を潤してきたのですが、タコ焼をうっか
り一口で入れて口の中をやけどしました。今日は最
悪です。でも若鶏のニンニク焼は旨かったなあー
《10 月の予定 》経済と地域社会の発展月間
米山月間
1 日(火) 理事会、夜間例会(三祝)
会場：ザ・ビー八王子
8 日(火) 通常例会
会場：ザ・ビー八王子
15 日(火) 2 回例会振替休会
22 日(火) 祝日休会
29 日(火) 夜間 2 回例会
会場：八王子ホテルニューグランド
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