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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 9月 17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》 橋本 幸一 直前会長
德則

新会員入会式
① 新会員紹介
佐藤 武文 紹介会員
田中 清彦 様 新会員登壇
② バッチおよび「ロータリーの目的・四つのテスト」
の贈呈
橋本 幸一 直前会長
③ 歓迎の言葉
橋本 幸一 直前会長
④ 新会員のご挨拶
田中 清彦 新入会員
⑤ 「それでこそロータリー」斉唱

本日の皆さまの服装を見ますと、ネクタイをして上
着を着ている方、上着を着ているがネクタイをしてい
ない方、そして上着も着ずノーネクタイの方と色々あ
り、上着も着ずノーネクタイは私ともう１人だけの様
です。私は夏は上着もなくノーネクタイでいます。こ
れは単に暑いからであり、暑い時は涼しい服装をする
のが快適だからに過ぎませんが、これが地球規模の環
境保全につながるとすれば言うことはありません。
日本人は仕事・会議などでは服装を統一したがり、
皆と同じ服を着ていれば恥をかくこともなく安心だと
思う傾向にある様です。笑い話しで各国の国民性を表
す話しを覚えています。ある時船が難破して女性、子
どもを救うため男性に下船してもらう必要が生じ、船
員が男性の乗客に海に飛び込んでくれとお願いしたが
誰も飛び込みません。そこで船長が一計を案じ国別に
説得しました。アメリカ人に対しては飛び込むと英雄
になれますと言った所、皆飛び込みました。そこで英
国人には飛び込むのが紳士ですと説得し、イタリア人
には飛び込むと女にもてる、ドイツ人には飛び込むの
が決まりですと説得し飛び込ませました。さて日本人
には何と言って説得したでしょうか。日本人には皆ん
なが飛び込んでいますといった所皆飛び込んだという
話しが落ちです。日本人の他人と同じことをしていれ
ば安心という国民性を表していると思います。
ところで、最近の異常気象が物語るように地球温暖
化が進んでいることは明らかです。地球環境の維持は
ロータリーの活動分野である疾病との闘い、水と衛生
にも不可欠です。私がクールビズを続けるのもこの理
由からだとご理解頂ければ幸いです。

キリッとした田中清彦新会員

バッチ
満面の笑顔で紹介する
佐藤武文会員増強特別委員長

久しぶりのニコニコ報告
坂本芳彦会員

幹事報告：千葉謙一幹事

声をそろえてロータリーソング「奉仕の理想」斉唱

橋

本日の式次第
◎幹事報告

◎開 会 点 鐘
橋本幸一 直前会長
(18:00)
◎ロータリーソング
「奉仕の理想」
◎会長スピーチ
橋本幸一 直前会長
◎幹 事 報 告
千葉謙一 幹事
◎閉 会 点 鐘
橋本幸一 直前会長
（18:25）
＊・＊・＊・ 懇 親 例 会 ・＊・＊・＊
司会：伊熊 俊雄 親睦副委員長
☆開 会 点 鐘
橋本幸一 直前会長
☆乾
杯
佐藤武文会員増強特別委員長
☆ イニシエーションスピーチ
片桐貴行 会員
☆会員スピーチ
中川常彦 会員
☆委員会報告・他
橋本幸一 国際奉仕委員長
松宮兼房 会員
☆中 締 め
加藤 登 会長エレクト
☆閉 会 点 鐘
橋本幸一 直前会長
（20:00）

◎ニコニコ箱 坂本 芳彦 会員
円)
◎出席報告
片桐 貴行 会員

千葉 謙一 幹事
①「9/27(金) ジャズ同好会『Swing of Rotary』
1st ジャムセッション」開催のお知らせ
②「カンボジア王国から教育支援に対する感謝状」
が届きました。
③ 次回例会について
10/1(火) 夜間例会
１８：３０
理事会（16：30-17：30）
例 会 (18：00-19：00)
会 場：ザ・ビー八王子

【メークアップ】
馬場れい子会員・水長秀彦会員 第３回地区幹事会 (9/10)
小泉俊男員 東京南ＲＣ (9/11)
近藤義之会員 (9/16)

16 名：計 49,330 円

累計 567,502 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

２１名

75.00%

７名

70.37%

４名

５名

０名

《 ニコニコ特集 》
千葉謙一君 田中清彦様、本日のご入会を心よりお喜び申
し上げます。片桐様のイニシエーションスピーチ及び中
川さんの会員スピーチをとても楽しみにしております。
八王子東ロータリークラブが活気づいてきましたね！
伊熊俊雄君 昨日の朝、雨が降っていたので娘に「駅
まで車で送っていこうか？」と言ったら「うん」久
しぶりに返事が返ってきました。田中さんようこそ
東京八王子東ロータリークラブへ。
加藤 登君 田中清彦様、ご入会おめでとうございます。
宜しくお願いします。片桐さんイニシエーション、
中川先生スピーチ楽しみです。
片桐貴行君 田中さん、ご入会おめでとうございます。
また、本日はイニシエーションスピーチのお時間を
いただきありがとうございます。緊張しております
が、よろしくお願い致します。
小嶺和昭君 田中清彦様、ご入会をおめでとうござい
ます。末永く楽しくお互い手を組んで仲良くやって
行きましょう！！
近藤義之君 前回の夜間例会後の親睦会で1,330円の
余剰金がありましたので、これを加えてニコニコと
させていただきます。
坂本芳彦君 近頃たびたび起きる天災にはびっくりしてい
ます。日頃の対応が身を守ります。何事も安全第一で！
《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

佐藤武文君 本日は田中さん新入会員の入会式おめ
でとうございます。皆様、田中さんを今後よろし
くお願いします。
佐野武久君 先日9/15(日)に多摩市秋季剣道大会四
段以上の部で三位入賞致しました。２年連続の三
位です！
菅原 孝君 田中さんご入会おめでとうございま
す。片桐さんのIS楽しみです。
戸塚万豈君 田中清彦様、ご入会おめでとうございま
す。今後共宜敷く。
中川常彦君 八王子に待望の大臣が誕生しました。お
めでとうございます。
橋本幸一君 田中さんご入会おめでとうございます。
松宮兼房君 10月5日の観月祭、神楽管絃舞楽の夕べ
にお越し下さいませ。お待ち致しております。
水長秀彦君 田中清彦さん、ご入会おめでとうござ
います。心より歓迎いたします。楽しくやりまし
ょう。中川常彦さんの会員スピーチ、片桐貴行会
員のイニシエーションスピーチ楽しみです。
森安紀雄君 25年前の夏、カナダで初めてキャンプを
した夜に出会った当時２才の女の子の結婚式に出席
してきました。

《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

URL http://www.hachioji-east-rc.org/

日本版インボイス方式に
断固反対する

イニシエーションスピーチ

会員スピーチ

片桐 貴行 会員

ー税は中立、公平、簡素が望ましい在り方だと考えるー

中川 常彦 会員（東京税理士政治連盟）
本年 10 月から実施さ
れる消費税増税と軽減
税率の施行が１ヶ月後
に迫ってきた。軽減税率
導入の正当性は未来の
歴史での評価に委ねざ
るを得ないとしても、令
和５年 10 月に導入予定
の「区分経理等のため
の適格請求書等保存方式」（いわゆるインボイス方
式）への移行は税理士政治連盟の総力を結集して何
としても食い止めなければならない重要項目のひ
とつである。
インボイス方式は事業者及び税務官公署の事務
に多大な影響を与えることから、行政手続コスト削
減の方向性に逆行することのないように配慮又は
見直しをする必要がある。例えば、請求書等に税率
や税額など一定の記載事項を追加することにより、
区分経理は十分担保され、請求書等保存方式の見直
しで十分なのである。事業者の負担と徴税コスト等
を考慮し、仕入税額控除方式（インボイス方式を含
む。）及び免税点制度等の見直しを含めた消費税の
ありかたについて抜本的に再検討すべきである。担
税力のある大企業はさておき、中小企業、特に免税
事業者が適格請求書等を発行できないことに取引
から排除される可能性が大である。その結果、免税
事業者の倒産・廃業が相次ぐというようなことのな
いよう対策を講じる必要がある。
日本版インボイス方式に断固反対する。

この度、７月２３日に東京都
八王子東 RC へ入会させて頂きま
した片桐貴行です。私は、昭和
５６年５月１９日生まれ、現在
３８歳です。子供はまだおらず
妻と横浜市緑区に住んでいま
す。出身は東京都日野市です。
入会のきっかけは、平塚会長からのご紹介です。平塚会
長はとても信頼できる方です。その平塚会長が RC は勉強
になるとおっしゃられたので入会しようと決めました。
私の仕事は財務コンサルです。仕事の目的の一つが、
「潰
れない会社をつくること」です。その為に資金繰りの改善
を行い、会社によりお金を多く残すことをしています。
現状、約７割の会社が赤字になっており、１０年後の
企業存続率は約５％です。つまり、ほとんどの会社が倒
産してしまいます。人は血の流れが止まると死にます。
そうならない為に年に一度は健康診断をします。そして、
会社はお金の流れが止まると倒産します。そうならない
為に会社も健康診断をしなければなりません。
もし会社の健康診断をしたことがない方おられました
ら、必ずやられることを強くお勧めします。入会後、職
業奉仕があることを知りました。お話いただければ詳細
をお伝えいたします。
私は２０代にある出来事で精神的にまいってしまった
時期がありました。しかし、その経験から大きな気づき
を得ることができました。それは「人は一人では生きて
いない、みんな助け合って生きている」と心の底から思
うようになったことです。
当時、辛い時にいろいろな人が助けてくれました。し
かし当時は感謝をする気持ちの余裕もなく、後にその有
難さを実感しました。そして、人の役に立つ仕事をした
いと思い、現在は財務コンサルとして経営者の方のお役
に立てるよう努力しています。
最後に、入会して間もない私に暖かく接していただき、
八王子東 RC の方々には大変感謝しております。
まだまだ至らぬ点は多いですが、RC の一員として精進し
てまいります。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

懇親例会も充実

はつらつと懇親例会の
司会をする
伊熊 俊雄 親睦副委員長

松 宮 兼房 宮 司の 貴 重な
お話が聞けました。

カンボジアから教材提供、教師育成等
教育支援に対する感謝状を手に
橋本幸一 国際奉仕委員長

しっかりと会を締めくくる
加藤 登 会長エレクト

