■司 会 SAA委員会 平吹正義委員長

■委員会報告

■開会点鐘

会 長 小髙俊幸

●30周年記念事業案内 実行委員会 馬場弘融委員長

■国歌斉唱

ロータリーソング「四つのテスト」

「奉仕の理想」 今月の歌「お正月」 ♪ソングリーダー 本田

理事会で、先に開いた炉辺会合での討議を踏まえて、正副委員長でとり
まとめ「叩き台」を提起し意見をお聞きしました。組織分担は決定し、分
担のトップが各々リーダーになります。裏面はたたき台です。日時も4月

誠会員
■ニコニコ報告 親睦委員会 大塚洋晃副

がよいとの意見も出ました．5月案は，天皇退位に伴う行事等で、多岐に

1.ニコニコメッセージ発表

渡り多忙かと考えたところからです。年が改まってから分担ごとに会合

（メッセージ後記）

を持ち話しあっつていただけたらと思います。2月にクラブ協議会を設

2.平吹正義委員長月例記念品は来週にします。

け，全員で討議したいと考えています。

3.クリスマス例会は12月19日、開会点鐘 18:00 於：立川グランドホテ

●グルメ会の案内

ル

1月30日、立川北口みずほ銀行横のビル3F「近江源助」で、美味しい近

登録料：15,000円

■出席報告

出席委員会

守重昌之委員長

グルメ部 本田 誠部長

江牛を食しましょう。登録料8,500円です。飲み物は個人会計です。

(報告後記）

●現場体験会の案内

■会長スピーチ・報告 会 長 小髙俊幸

12月23・24日，平山3丁目の現場で開催します。今後この工法で建てて

1.例回前第6回の理事会を開催しました。

た家が日本の主流になると確信しています。ぜひご覧ください。

a.30周年記念事業について、馬場実行委員長より報告がありました。お

■年次総会 司会 幹事

配りした内容は「たたき台」で、今後、詳細を全員協議会で討議します

◆次年度役員候補者紹介

栗山

博

役員指名委員会 委員長 馬場弘融

が、理事会では表面の役割分担を決議しました。
b.黒川会員12月1日をもって日野RCへ移り、
1月から 結城さんが飛火野

守重昌之会員

役員選考委員会で、次々年度会長・幹事、次年度理事・会計候補を人選、

RCに入会されます。

候補の皆さんには快くお引き受け頂きました。先にFAXでご案内しまし

c.親睦委員会より，
クリスマス家族会スケジュール及び会場・登録料が提

たが改めて御紹介します。

案され承認。
d.グルメ部本田 誠部長より，
グルメ例会の提案があり承認。
e.2019年の地区大会、日時：2月23〜24日。於：グアム （事務局より
積立してはいかがかの提案、
了承）
2.本日お配りしました会長報告は、ポール・ハリスが、2期目の任期途中
で辞任しています。健康上の問題を理由にしていますが，奉仕派と親睦
派の対立に巻き込まれたのも誘因といわれます。当クラブは両方を追い
求めております。末尾に「ロータリーのテーマ」について記しました。ご覧

次年度会長幹事は昨年度決定しております。会長

天野武雄会員

幹事 長谷川嘉則会員です。
次々年度会長候補

中澤

洋会員

次々年度幹事候補

梅田俊幸

会員
会計候補 星野幸夫会員
次年度理事候補；平 良信会員 谷 和彦員 河野和正会員 守重
昌之会員 早川忠男会員
大塚洋晃会員

本田 誠会員

ください。

11月21日クラブ細則に基づき告示をしました。本日まで特に異議の申し

■幹事報告 幹 事 栗山 博

出がございませんでした。本日拍手で選出したいと思います。
（※拍手で

この会場での例会が、ひさしぶりで、報告事項がたくさんあります。お伝えします。

選挙）出席会員全員の拍手を頂いたものと認め選任しました。次年度、

1.東京八王子東RCより、合同例会のお礼をいただきました。

次々年度役員の皆様よろしくお願いします。

2.東京日野プロバスクラブより新年懇親会の案内。御出席希望者は事務局へ。
3.青少年交換懇親会の案内、御出席希望者は事務局へ。
4.米山学友新年会の 案内、御出席希望者は事務局へ。
5.第6回日台ロータリー親善会議の 案内、御出席希望者は事務局へ。
6.奉仕の集い開催の 案内、御出席希望者は事務局へ。
7.地区公式フェイスブックページ・オープンの案内
8.バギオ基金より、バギオたよりが届いてます。
9.函館五稜郭RCより，会報が届いてます。
10.地区大会のパンフレットが届いてます。
11.日野市から、講演会の案内が届いてます。
12.国際大会の案内が届いてます。
13.東京都から、文化フェスの案内が届いてます。
14.がバナー月信がが届いてます。
15.八王子南・東・西・北RCより例会変更の案内が届いてます。

●2016ー17年度役員・理事 （敬称略）

平

会長

今平。平の字が活躍している今日この頃です。ちなみに私も平です。

天野武雄

次年度副会長（次々年度会長）
幹事

中澤

濱田宣郎さん・・この度は結婚記念日のお祝いを戴き、ありがとうござ

洋

いました。いつの間にか、ダイヤモンド婚式（６０年目）を通過（パス）

長谷川嘉則

次年度副幹事（次々年度幹事）
会計

星野幸夫

理事

平

してしまいました。これも皆様方との親睦交流のお蔭と存じます。感

梅田俊幸

謝感謝のひとことです。

良信会員

谷

和彦員

河野和正会員

守重昌之会員

藤野益夫さん・・今年の流行語大賞「忖度」です。使っている人が本来
の意味が分かっているのでしょうか？

早川忠男会員
大塚洋晃会員
●会長挨拶

良信さん・・女子スピードスケートは小平。男子プロゴルフは小平・

本田

誠会員

天野武雄

長谷川嘉則さん・・昨日の２０１７年最大のスーパームーンが見る事が
できなくてとっても残念でした。次回、２０１８年最大のスーパームーン

天野年度は「楽しいロータリクラブ」を前提にしたい。会員増強を一

は１月２日です。因みに最小のスーパームーンは７月２８日です。たまに

丸となり推進、一人が一人増強すれば50人を達成できます。グルメ例

は空をながめて落ちついた気持ちになるのもいいですよ！！

会も引き継ぎます。多摩南グループ11クラブと親睦を図りたい。会長

本田

幹事会を頻繁に開き、計画として、家族と合同運動会を催しては如何

日の深酒が残っています。

なものかと考えます。会員のご協力で運営してゆく所存です。ご指導

守重昌之さん・・初めてのニコニコ書きます。先月、妻の誕生日、結婚

ご鞭撻を御願いします。

記念日とプレゼントを頂きありがとうございました。今月は私の誕生

●幹事

日で、さらにプレゼントを頂けそうです。今後とも、よろしくお願いし

長谷川嘉則

誠さん・・朝５時起きで、大阪から理事会にかけつけました。昨

入会3年の私が幹事となり、希望と共に不安も入り交じりますが、一生

ます。

懸命頑張ります．天野会長を支え、皆様のご協力を得て任務を遂行し

渡邉良勝さん・・ジャミー君が我家に来て１カ月、来日後４カ月経過し

たいと考えていますので、ご支援よろしくお願いします。

ましたが、日本語が難しいとの事でまだコミュニケーションは英語が

●副会長挨拶

主体です。本人の努力を期待しています。

中澤

洋

筒井年度に幹事を務め、事務員退職・事務所移転と難題がありまし

生沼通男さん・・先日は結婚記念日においしいお肉を送っていただき

た。それから10年この度、馬場さんに推され会長に就くことになりま

ありがとうございました。早速孫も呼んでみんなでおいしくいただき

した。梅田さんの協力を得て任務を全うしたいと考えています。よろ

ました。

しくお願いします。

河野和正さん・・１２月に入り、寒さがきびしくなりました。体に十分気

●梅田副幹事は、本日議会で欠席です。

をつけて例会に出席いたしましょう。

■年次総会閉会

星野幸夫さん・・バスでミステリーツアーに行きました。行先は白馬で

●挨拶

した。明る朝は雪が降り、きれいでした。偶然友人夫妻と一緒になり、

会長小髙俊明

今年度、引き続き会員増強に取り組みます。地域の若手の方にぜひ入

楽しい旅となりました。

会を薦めたいと思います。ご協力ください。私はロータリークラブに

馬場弘融さん・・創立３０周年事業などの概要が固まりました。全会員

入会して、他の団体とは異なり「ブランド」だと感しました。入会され

で対応して頂きます。よろしくご協力をお願いします。

れば「ブランド」がお分かりいただけると確信します。増強にご協力く

天野武雄さん・・昨日、
１２月４日午後６時より八王子ビストロヴォガボ

ださい。

ンドにてIMの反省会が行われました。次年度においても同メンバーで

●30週難記念事業実行会

馬場弘融委員長

行いたいと話がありました。

記念事業で、日野用水組合を紹介する看板を作ってはいかがかと思い

平吹正義さん・・今夜会社の忘年会です。忘年会シーズン皆様飲みすぎ

ます。1月から2月にかけて炉辺会合で、意見を出し合って方向付けが

には注意いたしましょう。

できればと思います。現有26名で大きく羽を広げると大変なことにな
ろうかと思います。小規模で印象にも記憶にも残ろ記念事業ができれ
ばと思います。年末から年始にかけてお考えいただきたいと思いま
す。本日年次総会も穏やかに終わりました。周年事業成功に向けご協
力ください。
■閉会点鐘

会

長

小髙俊明

ニコニコメッセージ

出席報告 総数
第1373回 26
第1371回 26
ニコニコBOX

出席 MU前 MU後 欠席 出席率
20
4
2
92.31％
19

4

本日 41,170円

0

3

88.46％

累計 701,966円

本年度目標額1,200,000円 達成率58.4％

小髙俊明さん・・年末になりました。クラブの活動も目白おしです。皆

※今週のメークアップ 谷さん 水野さん
※先々週の後メークアップ なし

様、カゼなどめされませぬようご自愛下さい。

♦トピックス

栗山

1.将棋界で前人未到の偉業達成、5日、羽生善治棋聖は、第30期竜王戦七番勝

博さん・・創立３０周年実行委員会が始動いたします。皆様よろ

しくお願い致します。

負第5局で，渡辺

黒川さん

梅田さん

明竜王を破り、シリーズ成績4勝1敗で竜王位を奪取。通算7

期の竜王で、
「永世竜王」の資格を得て，前人未到の永世7冠を達成した。

事務局：東京都日野市神明4-22-13スペースブロンコ1F 〒191-0016 TEL 042-583-6434
会 長：小髙 俊明
幹 事：栗山 博
副会長：天野 武雄

FAX 042-583-6435 例会場：高幡不動尊客殿
クラブ広報委員会委員長：藤野 益夫

