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日時：2019年 9月 3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》
平塚 德則
私ごとですが、特に語学は苦手でして、妻と口喧嘩を
しますと、顔つきで怒っているなというのはわかるので
すが、中国語と英語で怒ってくるんですね。何を言って
いるのかわからないので、それ以上の喧嘩にならないと
いう助けになります。でも覚えなければならないとは思
っているのですが、アクセントが違うだのと言われて、
なおさら覚える気がなくなっているのが現状です。息子
の方がよく話ができるようになってしまっています。
9 月 6 日に、フィリピンのラモン・マグサイサイロー
タリークラブのロミさんという知り合いから、任命式が
あるとの連絡がありました。いつも通訳をしていただい
ています近藤職業奉仕委員長が、お祝いの言葉の文章を
作成して、私の写真付きでメールしていただきました。
インターネットで翻訳したので、解釈に問題があります
が、お読みします。

『今日、東京八王子東ロータリークラブの会員は、第 16
回の就任式とクラブ引渡し式をお祝いします。ラモン・
マグサイサイロータリークラブと私たちのクラブの関係
に深く感謝しています。会長のマ・エルビラ・ズビリ・
バウティスタとあなたのクラブのメンバーが今年の奉仕
をうまく達成できることを願っています。2019-2020 年の
クラブのスローガンは「ユニティ!新しい時代の始まり」
。
これは日本の新しい令和の時代のクラブ運営と奉仕を成功
させるために、クラブ会員間のより強い友情と団結が必要
であることを意味します。世界の平和を維持するために、
ロータリアンはこれまで以上に強力な国際友好関係を築く
必要があります。
東京 2020 年オリンピックへようこそ！日
本でお会いしましょう。 2019-20 年度会長 平塚徳則』
おおよその意味はおわかりいただけましたか。
また 9 月 9 日(月)にガバナー公式訪問、3 クラブ合同例
会が京王プラザで開催されます。大勢の皆さんのご参加
をお願い申し上げます。

会員スピーチ

弁護士の仕事

◎誕生日プレゼント◎ おめでとうございます！
(左から) 坂本芳彦・小泉俊男・(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾀｰ/平塚会長)

近藤義之・小嶺和昭・髙原一郎 各会員

橋本 幸一 会員
〇弁護士法第１条（弁護士の使命）
・基本的人権の擁護、社会正義の実現、
・弁護士及び弁護士会は人権活動を行い、権力に対するチェ
ック機能を果たすことを求められている。
〇弁護士自治
〇弁護士数、弁護士会数 2019.4.1 現在
東京で３会 19,588 名 ／ 弁護士会 ５２会 41,571 名
〇弁護士の仕事
法律分野 —— 刑事 —— 成人(裁判員制度 etc.)／少年
—— 民事 ― 民事／商事 労働 税務 特許／家事
― 行政

《 内田 智 写真展 》秋 Ver.の展示開始
秋を感じに来てみませんか。

手続 ― 裁判所(調停、審判、判決）
― 裁判外 ― 交渉／ＡＤＲ／書面作成その他
〇最近のトピック
相続税改正→遺言、後見、遺言信託、etc.

左から『亀甲模様』『雨音』『寄りそって』
《野村證券(株)八王子支店 ショーウィンドーにて》

本日の式次第
◎開 会 点 鐘
◎国 歌 斉 唱
◎お客様のご紹介

平塚德則 会長
「君が代」
平塚德則 会長

◎幹事報告

(18:00)

千葉 謙一 幹事
①「ロータリーの友９月号」を例会場ポストに配付
② ホワイトボードに掲示
・(公財)米山梅吉記念館より「賛助会ご入会のお願い」
・
「10/24(木)世界ポリオデーのイベント」について
・SOS こどもの村より 8/17(土)夏祭りのお礼状が届きました。

◎三祝(ハッピーバースデーソング) 伊熊俊雄 親睦副委員長
会員誕生日 ：小泉俊男 会員・坂本芳彦 会員
近藤義之 会員・小嶺和昭 会員
髙原一郎 会員
夫人誕生日 ：近藤夕起子 様・伊熊道子 様
馬見塚美紀 様
結婚記念日 ：橋本幸一 会員・加藤 登 会員

◎会長スピーチ
◎幹 事 報 告
◎会員スピーチ
◎委員会報告・他
◎閉 会 点 鐘

平塚德則
千葉謙一
橋本幸一
近藤義之
平塚德則

③ 次回例会は
9/9(月) ガバナー公式訪問 3 クラブ合同例会
懇談会／11：30－12：20(会長、会長エレクト、幹事)
合同例会／12：30－13：30
会 場／京王プラザホテル八王子 5Ｆ｢翔王｣

※9/10(火)は 9/9(月)の振替休会

会長
幹事
会員
職業奉仕委員長
会長
(19:00）

◎ニコニコ箱 髙原 一郎 会員
円)
◎出席報告 片桐 貴行 会員

【メークアップ】
内田 智 会員
東京八王子南ＲＣ(8/28)・東京八王子ＲＣ(8/29）
東京八王子西ＲＣ(8/30)・東京飛火野ＲＣ(9/3)
佐藤武文会員
東京八王子ＲＣ(8/29)

15 名：計 47,000 円

累計 467,172 円(年度予算 1,500,000 円)

会員総数

出席者数

出席率

欠席者数

前々回出席率

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ

欠席者数

賜暇

２８名

１９名

67.86%

１０名

78.57%

１名

５名

０名

《 ニコニコ特集 》
平塚德則君 みなさん今晩は！夜間例会には、なれて
きましたか？明日は定休日で以前から約束してい
る家族でブドウ狩に行って来ます。ニコニコに協力
して。
伊熊俊雄君 内田さんの写真、今日より秋バージョン
になりました。ぜひ見に来て下さい。また、先週ア
イスをかじったら、前歯が折れました。インプラン
トとかブリッジとか言われ、不安な今日この頃です。
片桐貴行君 来週、両親（私と妻の両親）と計６名で
旅行に行くことになりました。大いに親孝行してま
いります。
加藤 登君 橋本前会長のお話楽しみです。
小泉俊男君 ９月だというのにこの暑さに閉口してい
ます。
小嶺和昭君 急に秋を感じる季節となりました。すがす
がしい中運動にお仕事に精を出すチャンスです。頑張
りましょう。
近藤義之君 橋本会員の会員スピーチ、楽しみにして
居ります。
《９月の予定 》 基本的教育と識字率向上月間
3 日(火)
9 日(月)
10 日(火)
17 日(火)
24 日(火)

ロータリーの友月間
理事会、夜間例会(三祝）
会場：ザ・ビー八王子
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
9/9(月)の振替休会
夜間 2 回例会
会場：八王子ホテルニューグランド
2 回例会振替休会

坂本芳彦君 何とか今年も元気で誕生日をむかえる
ことができそうです。いろいろな皆さんの御親切
が身にしみてありがたいです。
佐藤武文君 今日の理事会で田中様新入会員の了承
をいただきました。皆様に明日通知をしますので、
よろしくお願いします。
佐野武久君 台風が３個も来てますね！９月は雨が
多くてゆううつですね。
菅原 孝君 昨日、南多摩西部建設事務所長賞を頂き
ました。今年はうち１社だけで２年連続です。東京
都建設局長賞も今年も頂き、こちらは３年連続です。
何か運を使いきっているようで怖いです。
高原一郎君 本日、橋本前会長の弁護士の話しとても
楽しみにしています。
中川常彦君 今日来る途中、路線バスに障害者乗って
来た。日本も裕福になったんだなあと実感しました。
橋本幸一君 もう９月秋の気配。
松宮兼房君 ニコニコに協力して。
水長秀彦君 いよいよ職業奉仕に関する会員スピー
チがはじまります。楽しみにしています。
《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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