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ロータリーは世界をつなぐ

クラブ会長標語

新しい時代こそ 一致団結！

第1841回 ガバナー公式訪問・3クラブ合同例会
日時：2019年 9月 9日(月) 会場：京王プラザホテル八王子 5F「翔王」
司会 ：古谷 宏和 幹事(ホストクラブ：東京八王子北RC ）

◎ガバナー卓話
題目 ：「日本ロータリーの歴史と職業奉仕・

青少年奉仕・国際奉仕の実例」

◎謝辞・閉会点鐘
平塚 德則 会長
こんにちは、東京八王子東ロータリークラブ会長
の平塚です。
本日は、淺田豊久ガバナーをお迎えしての３ク
ラブ合同例会が、ホストクラブであります東京八
王子北クラブさんの充実した運営のもと、無事終
了できましたことと共に皆さんのご協力に大変感
謝申し上げます。
本当にありがとうございました。
午前中の各クラブの懇談会も充実し、又、浅田
ガバナーにおかれましては、３クラブ合同例会の
卓話を戴きありがとうございました。
『日本のロータリーの歴史と職業奉仕』の中で、
国際ロータリー会長として活躍した先輩のお話を
お聞きし、私もロータリーに入って間が無い者と
して大変勉強になりました。
また、浅田ガバナー、八王子３クラブはこの一年頑
張って活動して行きますので見ていてください。
浅田ガバナーにおかれましても大変お忙しい
日々を送られていると思います。くれぐれもご無
理をなさらぬよう、ご自愛いただきますことをお
願いし結びと致します。

国際ロータリー第 2750 地区 ガバナー

淺田豊久 様(東京六本木 RC)
学歴：慶應義塾大学 法学部法律学科 卒業
ロータリー歴：
1973 年 8 月／金沢北 RC に入会(COMM)
1991 年 4 月／東京西 RC に移籍
2005 年 9 月／東京六本木 RC に移籍
2008-09 年度／同クラブ会長
2014-15 年度／山の手東 G ガバナー補佐
メジャードナー
ポール・ハリス・ソサイエティメンバー
マルチプル ポール・ハリス・フェロー ベネファクター
米山功労者マルチプル
〇ガバナー紹介
東京八王子東 RC 千葉 謙一 幹事

(左上)ガバナー紹介をする
千葉謙一幹事
(上)ガバナー卓話に真剣に
聞きいる会員各位
拍手でお出迎えする
３クラブ会長
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◎開会点鐘
東京八王子北RC 鈴木 豪 会長 (12：30)
◎国歌斉唱 「君が代」
◎ロータリーソング 「奉仕の理想」
ソングリーダー 東京八王子北RC 松川 均 会員
◎お客様のご紹介
東京八王子RC
・ 国際ロータリー第2750地区 ガバナー
・ 多摩南グループ ガバナー補佐
・ 国際ロータリー第2750地区 地区幹事
・ 多摩南グループ グループ幹事
・ 米山奨学生（東京八王子北RC）

田辺 茂 幹事
淺田豊久 様
野川 勇 様
榎本又郎 様
清野修一 様
刘 薈 さん

◎会長挨拶
東京八王子RC
大蔵健司 会長
◎ガバナー紹介
東京八王子東RC
千葉謙一 幹事
◎ガバナー卓話 「日本ロータリーの歴史と職業奉仕・
青少年奉仕・国際奉仕の実例」
国際ロータリー第2750地区 ガバナー 淺田豊久 様
◎謝辞・閉会点鐘
東京八王子東RC
平塚德則 会長
(13：30)
◎ニコニコ箱 水長 秀彦 副幹事
◎出席報告
円)

３クラブ事務局の受付風景

淺田豊久ガバナーとの懇談会で 3 クラブ集合写真

【メークアップ】
橋本幸一会員
カンボジア教師育成支援プロジェクト （9/4）
佐野武久会員 インターンシップ委員会 （9/5）

14 名：計 51,000 円 累計 518,172 円(年度予算 1,500,000 円)

水長 秀彦 副幹事
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《 ニコニコ特集 》
平塚德則君 浅田ガバナーとの懇談会を楽しみにして
いました。又、公式訪問に先立ちご苦労された関係
各位に感謝致します。
千葉謙一君 本日はガバナー様、八王子にお越し頂きま
してありがとうございます。台風の影響が心配されま
したがガバナー様が台風を吹き飛ばしてくれました！
有川寿夫君 ニコニコに協力して。
内田 智君 淺田ガバナーをお迎えし、八王子、八王
子北、八王子東３クラブ合同例会を祝って。
加藤 登君 ニコニコに協力して。
小嶺和昭君 ニコニコに協力して。
坂本芳彦君 ガバナーをお迎えしての３クラブ合同例
会、よろしくお願い致します。
佐藤武文君 本日は３クラブ合同のガバナー公式訪問
で例会です。有意義な会になりますように！
《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

高原一郎君 昨日は台風で現場警戒でした。
「ねむた
いです」ニコニコに協力します。
戸塚万豈君 本日はガバナー訪問、大変お忙しい中
おいで頂きまして誠に有難うございます。本年も
宜しくお願い申し上げます。
橋本幸一君 東京八王子北クラブの皆様お世話にな
ります。
馬場れい子君 ガバナー訪問お疲れ様でございます。
松宮兼房君 ニコニコに協力して。
水長秀彦君 ガバナー、役員の方々の来訪ありがと
うございます。台風一過、行ないの良い方が多い
のでしょう。
山本武司君 公式訪問、役員の皆様色々ありがとう
ございます。

《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

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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