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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！

日時：2019年12月10日(火)
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
12 月 17 日のクリスマス例会に東京八王子高尾ラ
イオンズクラブ(ＬＣ)の３役がお客様として来訪
されます。また 12 月 21 日には同ＬＣのクリスマス

◎平塚德則会長
(片桐貴行新会員スポンサー)
◎佐藤武文会員増強特別委員長
(田中清彦新会員スポンサー)

家族例会に当クラブ３役で行ってきます。１月 21
日に同ＬＣとの合同例会を実施することに決定し
ていますので、その打合せを先日しました。ＬＣと
の初めての合同例会を是非成功させたいので，例会
のやり方の違いを調整しています。
それから、４月７日の観桜例会は迎賓館の訪問を
予定していますが、内務省管轄なので先行予約が難
しい。何とか予約を取れるよう努力していますし、
ぜひ実現したいと思っていますので乞うご期待く
ださい。
今年は会員増強が順調に進んできています。12 月
17 日のクリスマス例会にもお一人入会予定者をお
呼びしていますが、是非皆様、入会してもよいかな

贈呈式は交互に！

というご友人を呼んでいただきたいと思います。

★年次総会★ （13:00～13:30）
議長

平塚德則 会長

議題

1）
「2020-21年度 会長・幹事」について
・2020-21年度会長 加藤 登
・2020-21年度幹事 菅原 孝
2）
「2021-22年度 会長選出」について
3）
「定款・細則」について

定款改正について説明する
橋本幸一直前会長

次年度への意気込みを語る
加藤登 会長エレクト(上)と菅原孝 次年度幹事(下)

本日の式次第
◎幹事報告

千葉 謙一 幹事
①例会場ポストに配付
・「ガバナー月信 12 月号」
・
「2019-20 年度地区大会(2020 年 2/24-25)パンフレット」
・「2019-20 年度ホノルル国際大会パンフレット」

◎開 会 点 鐘
平塚德則 会長
（12:30）
◎ロータリーソング
「奉仕の理想」
◎お客様のご紹介
平塚德則 会長
◎会長スピーチ
平塚德則 会長
◎幹 事 報 告
千葉謙一 幹事
◎会員増強賞記念品贈呈(賞状・バッジ)
平塚德則 会長・佐藤武文 副幹事
◎委員会報告
近藤義之 職業奉仕委員長
◎閉 会 点 鐘
平塚德則 会長
（13:00）

②「12/12(木) 東京米山友愛ロータリークラブ提唱による
ASIJ インターアクトクラブ認証状伝達式」
のご案内
③「会員名簿【追補版】
」の配付
④「1/21(火) 東京八王子高尾ＬＣとの合同例会」で
フードドライブ開催、ご協力をお願いします
⑤「あなたのロータリー」の協賛申込のお願い

【メークアップ】
馬場れい子会員・水長秀彦会員
第 1 回拡大地区役員会

(12/4)

⑥ 次回例会：12/17(火) クリスマス夜間 2 回例会
時 間 (18：00-20：00)
会 場：八王子ニューグランドホテル
※クリスマスプレゼントをお忘れなく

片桐貴行会員
新会員オリエンテーション

(12/4)

平塚德則会長、千葉謙一幹事
多摩南グループ協議会

(12/5)

◎ニコニコ箱 髙原 一郎 会員
◎出席報告
円)

17 名：計 51,000 円

累計 945,502 円

(年度予算 1,500,000 円)

髙見澤幸也 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

３１名

２２名

70.97%

９名

86.67%

４名

４名

０名

《 ニコニコ特集 》
平塚德則君 本日は、年次総会がありますのでよろし
くお願い致します。ニコニコに協力して。
伊熊俊雄君 12/1（日）ＮＡＨＡマラソンに行って来
ました。完走率64.2%の過酷な大会でしたが、八王子
支店から参加の初マラソン組は6人中5人が完走でき
ました。準備の大切さを改めて教えられました。
内田 智君 所用に依り早退させて頂きます。
加藤 登君 本年度会員増強に貢献された平塚会長佐
藤委員長、本当に有難うございました。誰かさがさ
ないと、
、
、
、
、
小嶺和昭君 年の瀬を迎えあわただしくなりました。
会員数も急激に増やしました。大勢で楽しみも大きく
なりました。今後も大いに楽しく明るく頑張ります。
坂本芳彦君 おかげさまで元気で年がこせそうです。
来年ねずみ年、12支スタートの年、もう少し頑張れ
たらと思います。
佐藤武文君 本年度前記分のニコニコの達成は順調の
ようですので、今日もニコニコに寄付します。
佐野武久君 年末でお酒を飲む機会も多く少し疲れぎ
みです。ニコニコに協力致します。
《 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 ご迷惑おかけしている方がいらっしゃ
れば。新滝山街道下り車線の一部通行止めは、来
週16日正午開放となります。
高原一郎君 次回クリスマス例会、プレゼント考え
中です。楽しみにしてて下さい。
高見沢幸也君 先日、市の都市計画説明会行って意
見告げてきました。5人しか市民来てませんでし
た。皆様、市とか公に関心持ちましょう。
豊嶋孝浩君 今日も元気に！！ニコニコ協力します。
西村 享君 入会よろしくお願いします。
橋本幸一君 今年もクリスマス例会を残すのみ。早
いですね！
古瀬和雄君 12月も半ばに入りました。カゼが流行っ
てます。バカはカゼを引かないと思ってましたが、
今週に入りしっかりと引いてしまいました。バカで
なく良かった！
松宮兼房君 ニコニコに協力します。
水長秀彦君 インフルエンザの方が周囲に多くなっ
てきました。ご自愛いただきまして、クリスマス、
年末を元気に年越しできるよう祈っております。
《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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