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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

クラブ会長標語

日時： 2019年12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

先日、40 周年記念事業についての第 1 回目の会議
が終了しまして、第 2 回目を今月 17 日の 4 時から行
います。皆さんが 40 周年に向けて一丸となって、記
念事業、薪能等を成功裡に終わらせることを念頭に頑
張っております。
それから先月 25 日にクラブ代表者会議がハイアッ
トリージェンシー東京でございまして、その席で、私
も入って間もないので認識不足なのですが、100％ロ
ータリー財団の寄付クラブとして、
「平均寄付額が 100
ドル以上であり、正会員全員が次のいずれか、または
すべてに少なくとも 25 ドル以上の寄付をしたクラブ」
にいただけるバナーを頂戴してまいりました。
私も初めてですし、何をもらったのかわからないので
調べてご報告しております。それと Every Rotarian Every Year Club として、
「ロータリー年度の会員 1 人
あたりの年次基金への平均寄付額が 100 ドル以上であ
り、正会員全員が年次基金に少なくとも 25 ドル以上
寄付したクラブ」のバナーを頂戴してまいりました。

新会員入会式
① 新会員紹介
佐藤武文 紹介会員
新会員 西村 享様登壇
② バッチおよび「ロータリーの目的・四つのテスト」
の贈呈
平塚 德則 会長
③ 歓迎の言葉
平塚 德則 会長
④ 新会員のご挨拶
西村 享 新入会員
⑤「それでこそロータリー」斉唱
佐藤紹介会員とともに

会場に行くと２つのバナーがテーブルの上に置い
てあったのですが、置かれていないクラブも結構あり
まして、何だかわからないけれども「お受け取りくだ
さい」と言われて持ち帰った次第です。素晴らしいこ
となんだと思います。もらえなかったクラブの方から
「何だろう」という視線を受けたので、胸を張って帰
ってきました。今日も新会員の入会式、ポール・ハリ
スフェローの認証状、記念品の贈呈等いろいろありま
すので、この辺で終わらせていただきます。
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ポール・ハリス・フェロー
記念品贈呈
（PHF＋1：山本 武司 会員）

橋本 幸一 紹介会員

ポール・ハリス・フェロー認証状
（PHF：有川 寿夫 会員）

《 内田 智 写真展 》冬バージョンの展示開始
野村證券(株)八王子支店(JR 八王子駅前)のショーウィンドー
に展示されている
内田 智会員の写
真が冬バージョン
に変わりました。
皆さん、足をお運
び ください。

西村 享 新会員

本日の式次第
◎開 会 点 鐘
平塚德則 会長 (18:00)
◎国 歌 斉 唱
「君が代」
◎お客様のご紹介
平塚德則 会長

◎幹事報告

◎三祝(ハッピーバースデーソング) 馬見塚 潔 親睦副委員長
会員誕生日：橋本幸一 会員・森安 紀雄 会員
夫人誕生日：小泉清野 様
結婚記念日：平塚德則 会員・千葉謙一 会員
伊熊俊雄 会員・田中清彦 会員
◎会長スピーチ
平塚德則 会長
◎幹 事 報 告
佐藤武文 副幹事
◎ポール・ハリス・フェロー記念品贈呈 平塚 德則 会長
（賞状・バッジ） ＰＨＦ
：有川 寿夫 会員
ＰＨＦ+１ ：山本 武司 会員
◎閉 会 点 鐘
平塚德則 会長 (19:00)

② 例会場ポストに 3 点 追加配付
・下期会費請求書
・ロータリーの友 12 月号
・下期例会予定表

◎ニコニコ箱 田中 清彦 会員
円)
◎出席報告
髙見澤 幸也 会員

佐藤 武文 副幹事

① 「あなたのロータリー協賛申込」受付中
協賛金は例会時に千葉幹事又は水長副幹事まで

② 次回例会は 12/10(火) 例会／年次総会
例
会 (12：30-13：00)
年次総会 (13：00-13：30)
会
場：ザ・ビー八王子

【メークアップ】
千葉謙一幹事 東京八王子ＲＣ
坂本芳彦会員 東京八王子西ＲＣ

17 名：計 55,000 円

累計 894,502 円

(11/21)
(11/29)

(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

３１名

２４名

77.42%

７名

100.00%

０名

０名

０名

《 ニコニコ特集 》
平塚德則君 西村享さん入会おめでとうございます。今
後ともご一緒にロータリーライフを楽しみましょう。
伊熊俊雄君 今日より内田さんの写真が冬バージョン
になりました。メチャメチャきれいです！！ぜひ、
見にいらして下さい。
片桐貴行君 西村様八王子東ＲＣへようこそ。一緒に
ＲＣを楽しみましょう！
加藤 登君 西村さん御入会おめでとうございます。
一緒にロータリーライフ楽しみましょう。
小嶺和昭君 年の瀬を迎えましたが全員元気でネ。
近藤義之君 寒くなって来ましたがお変わりありませ
んか？インフルエンザ対策は、１も２も３も予防が
大切です。外出後の手洗い、洗顔、うがいで予防し
ましょう。
佐藤武文君 本日は親友の西村さんの入会式ですので
皆様よろしくお願いします。会員数も31人になり、
今年度もあと4名の会員増にご協力下さい。
佐野武久君 師走、これからクリスマス、お正月と子
供のころは本当にたのしかった。忙しい中、大人に
なっても楽しく過ごしています。
《 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

菅原 孝君 西村さん新入会おめでとうございます。
ニコニコ協力します。
高原一郎君 忘年会の季節になりました。皆様、飲
みすぎ注意です。
田中清彦君 娘の幼稚園の見学に行きました。娘が
とても喜んでいました。
豊嶋孝浩君 寒暖差と青森出張で風邪をひきました
が、復活しました。初ニコニコ。
橋本幸一君 本日は暖かい。寒いよりやはり暖かい
方が。
馬場れい子君 ニコニコに協力して。
古瀬和雄君 久しぶりの例会です。しっかり生きて
おりました。よろしくお願い致します。
松宮兼房君 本日天皇皇后両陛下が、夕方武蔵野陵
に参拝のため来られましたので国旗の小旗を配り
いってまいりました。
水長秀彦君 西村 享様、入会おめでとうございます。
大歓迎です。直近半年で7人目の入会です。新会員
同士、ベテラン会員とも楽しいロータリーライフ
を過ごしましょう。
《2020 年 1 月の予定 》職業奉仕月間
7 日(火) 理事会・新春初例会(三祝)
会場：ザ・ビー八王子
14 日(火) 夜間 2 回例会(新年会)
会場：八王子ホテルニューグランド
21 日(火)
会場：八王子日本閣
28 日(火) 2 回例会振替休会
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