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第1850・1851回

ＲＩ会長
会長テーマ

クラブ会長標語

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！

東京飛火野ＲＣとの合同夜 間 例 会 (2回 )
日時：2019年11月 19日(火) 会場：八王子ホテルニューグランド
《ホストクラブ：東京八王子東ＲＣ》 司会：水長 秀彦 副幹事

《会長スピーチ》

平塚 德則
和太鼓の音が響くので、
ホテル 1 階の右奥にある
「カンタベリー」で開催
されました。

迫力満点！
素晴らしい演奏を
繰り広げた
太鼓一座「鳳凰」

みなさん、こんばんは。中澤 洋会長とは多摩南グ
ループ等々で幹事さんともどもお会いしています
が、飛火野ＲＣの皆さんとは、2 月以来 9 ヶ月ぶりに
なります。今日の合同例会をとても楽しみにしてい
たひとりです。私も会長になってから、やっと 5 ヶ
月が経とうとしています。
10 月 25 日に八王子第四小学校の 5 年生の生徒たち
と街路樹の根元に花を植える事業を予定していまし
たが、台風で大雨に見舞われ、順延で本日となりま
した。本日、690 ポットを植えてまいりました。子ど
もたちと明るく楽しいひと時を送らせていただき、
街の美化ならびにゴミのポイ捨て防止にも役に立つ
かなと思った次第です。本日参加された八王子東Ｒ
Ｃの皆さん、ご苦労様でした。
私ども八王子東ＲＣは本日、2 回例会となります。
2 回目の懇親例会には和太鼓演奏を企画しています
ので、楽しみにしてください。
さて当クラブの一番のテーマであります会員増強
も順調に推移していまして、現在 30 名で、1 名の入
会候補者も理事会を通っておりますので、まもなく
合計 31 名となります。30 名の大台を超えました。私
の目標であります 35 名まであと 4 名に迫っていま
す。クラブの皆さんの結束で、会員増強を推し進め
ていきたいと思います。本日を本当に楽しみにして
いましたので、長い話はさておき、早く飲みたいと
いうことで、話はこの辺で締めさせていただきます。
ありがとうございました。

腹の底まで
響きわたる
大太鼓の音

【フードドライブを開催 】

今回もたくさんの食糧
が集まりました。
ありがとうございます。

フードバンク TAMA
理事長 神山治之様

◎ 地元密着型奉仕事業〈秋の花植え> 11/19(火)
13:30～15:00 八王子市立第 4 小学校校庭集合
植栽場所：東放射線アイロード
参 加 者：8 名（ほか事務局 1 名）

本日の式次第
◎開 会 点 鐘
◎ロータリーソング

平塚德則 会長
「我等の生業」

◎お客様のご紹介
◎会長スピーチ

平塚德則 会長
平塚德則 会長

◎幹 事 報 告
◎閉 会 点 鐘

千葉謙一 幹事
中澤 洋 会長（東京飛火野ＲＣ）

＊・＊・＊・

懇 親 例 会

・ガバナー月信 11 月号
・ハイライトよねやま Vol. 236
・2019-2020 年度 組織表

③ 次回例会 12/3(火) 理 事 会 (16：30-17：30)
夜間例会 (18：00-19：00)
会 場：ザ・ビー八王子
【メークアップ】

（18:35）

加藤登会長エレクト、菅原孝次年度幹事
2020-21 年多摩南グループ協議会
(11/12)
平塚德則会長、千葉謙一幹事、佐藤武文副幹事
水長秀彦副幹事
八王子 5 クラブ会長・幹事・副幹事会
(11/13)
馬場れい子会員、水長秀彦副幹事
第 3 回ユニバーサルマナー研修会
(11/15)
坂本芳彦会員
東京八王子北ＲＣ
(11/18)

太鼓一座『鳳凰』

平塚德則 会長
河野和正 会長エレクト（東京飛火野ＲＣ）
平塚德則 会長
（20:00）

◎ニコニコ箱 髙見澤 幸也 会員
◎出席報告

千葉 謙一 幹事
①「11/24(日)サンライズ汐留ＲＣ後援 健康管理セミ
ナー『疾病との闘い』
」 のご案内
② 例会ポストに配付

・＊・＊・＊

司会：伊熊 俊雄 親睦副委員長
☆開 会 点 鐘
平塚德則 会長
☆乾
杯
加藤 登 会長エレクト
☆和太鼓演奏
☆謝
辞
☆中 締 め
☆閉 会 点 鐘

◎幹事報告

（18:00）

内田

19 名：計 59,000 円

累計 839,502 円

(年度予算 1,500,000 円)

智 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

３０名

２２名

75.86%

８名

83.33%

３名

５名

０名

《 ニコニコ特集 》
平塚德則君 東京飛火野ロータリークラブさんとの合同例
会を楽しみにしていました。本日は懇親深めおおいに楽し
みましょう！
千葉謙一君 本日は、飛火野RC様との合同夜間例会を楽しみ
にしておりました。また飛火野RCへ日高絢子さんご入会を
おめでとうございます。楽しいロータリーライフを過ごし
ましょう！
伊熊俊雄君 東京飛火野ロータリークラブの皆様、用こそおい
でくださいました。よろしくお願いいたします。
内田 智君 東京八王子東ロータリークラブ創立40周年記念
事業薪能組織が組み上がりました。皆様のご支援ご協力を宜
しくお願いします。太鼓の響きを楽しみにしております。
片桐貴行君 ロータリーに入会して初めて合同例会に参加さ
せていただきます。飛火野RCのみなさまよろしくお願い致し
ます。また、和太鼓楽しみにしております。
加藤 登君 飛火野RC日高絢子様ご入会おめでとうございま
す。これからも八王子東RCを宜しくお願い致します。
木下正昭君 本日久しぶりに、花植え事業に参加してきまし
た。子供達の笑顔と可愛らしい花々からいっぱいの元気を
もらいました。素晴らしい事業だと再確認しました。
小嶺和昭君 飛火野の会員の皆様ようこそおいで下さいま
した。今夜は大いにお楽しみになって下さい。

《11 月の予定 》ロータリー財団月間
5 日(火) 理事会・夜間例会(三祝)
会場：ザ・ビー八王子
7 日(木) 多摩南グループＩＭ
会場：ﾍﾞｽﾄｳｪｽﾀﾝﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎﾃﾙ東京町田
12 日(火) ＩＭの振替休会
19 日(火) 東京飛火野 RC 合同夜間 2 回例会
会場：八王子ホテルニューグランド
26 日(火) 2 回例会振替休会

近藤義之君 飛火野RCの皆様ようこそ！楽しい例会にし
ましょう。

佐藤武文君 本日は、東京飛火野ロータリーさんとの合同夜
間例会です。有意義な例会になりますように！

佐野武久君 東京飛火野RCの皆様ようこそお越し下さい
ました。歓迎致します。

髙原一郎君 東京飛火野RCとの合同例会楽しみにしてい
ました。本日はよろしくお願いします。

髙見澤幸也君 公である八王子市が都市計画等の市政に
ついてパブリックコメントを行うようになりました。各
地で説明会を行います。経験豊富な我々が参加して意見
を述べるべきではないでしょうか。飛火野RCの合同例会
楽しみにしていました。
戸塚万豈君 飛火野RCの皆さま夜間合同例会よろしくお
願いいたします。
橋本幸一君 飛火野ロータリークラブの皆様合同例会楽
しみましょう。
松宮兼房君 飛火野RCさん本日はよろしくお願い致します。
水長秀彦君 恒例になりました飛火野さんとの合同例会、
楽しみにしていました。また新会員を迎えられるというこ
と。おめでとうございます。大いに親交を深めましょう。
森安紀雄君 ニコニコに協力して。
山本武司君 合同例会、楽しみにしておりました。気の済
むまで飲んで飲んで飲みましょう。

《 12 月の予定 》疾病予防と治療月間
3 日(火) 理事会・夜間例会(三祝)
会場：ザ・ビー八王子
10 日(火) 通常例会
会場：ザ・ビー八王子
17 日(火) クリスマス夜間 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
31 日(火) 規定による休会

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

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

