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東京八王子東ＲＣ第1556・1557回 東京飛火野RC第1169回
2013年 8月20日（火） 於：とうふ屋うかい
■司
会
東京八王子東ＲＣ
■開会点鐘

■東京八王子東RC1557回例会
点鐘 会長報告があり閉会。

小泉俊男副幹事

東京八王子東ＲＣ会長
山本武司

■お客様紹介 東京八王子東ＲＣ会長
■出席報告
東京八王子東ＲＣ
東京飛火野ＲＣ

出席奨励委員長
出席委員長

山本武司
小林庄三郎
早川 忠男

■ニコニコ報告報告
東京八王子東ＲＣ 親睦委員長 坂本芳彦
東京飛火野ＲＣ
親睦委員長 河野和正
メッセージ紹介はせずお名前のみの報告。
■会長スピーチ
東京八王子東ＲＣ会長 山本武司
合同例会でいろいろな方と出会えて楽
しいです。本日当クラブは２回例会で
す。懇親会にはきれい所を呼んでます。
おおいに楽しみ親睦を深めましょう。
■東京飛火野ＲＣ会長 本田
誠
本日は東京八王子東クラブの皆様には
大変お世話になります。よろしくお願
いします。高校野球東北勢が2校残り
ました。ぜひ優勝させたいです。毎週
例会で税理士として「ワンポイント職業
奉仕」で税について話しています。これまでに消
費税が来年８％再来年10％あがる予定と登録免許
税と印紙税の改正に触れました。★詳細について
は国税庁のHPを参照。
■幹事報告
●東京八王子東ＲＣ
（報告内容略）

幹事

●懇親会 司会 東京八王子東ＲＣ
坂本芳彦親睦委員長
八王子東RC皆様との今年２回目の合
同例会、下期も合同例会が予定されて
おり、交流が深まり一層親睦が図かれ
ます。会場が趣のある凝った造りでと
うふ料理が売りということで、参加者も35名と多
く活気溢れる例会になりました。八王子東ＲＣ坂本
親睦委員長の司会挨拶の後、水野ガバナーノミニ−の
乾杯 音頭に全員で唱和して宴会が始まり、立秋
過ぎとはいえこのところの連日の猛暑、高知県四万
十市西土佐用井の国内最高気温41℃、18日の桜島の
噴火、東北・北海道の記録的な豪雨、高校野球初出
場校の活躍と熱戦の模様、ロシアで開かれた世界陸
上でベテラン勢の活躍・200M走のボルト選手3連
覇、16日のプロ野球田中投手の連勝日本記録、プロ
ゴルフ松山選手アメリカでの活躍等の話題で大いに
盛り上がりました。宴の時は瞬く間に過ぎ定刻を迎
え、小島 明会員の１本締でお開きに。東京八王子
東ＲＣの山本会長・佐藤幹事・会員の皆様には大変
お世話になりました。ありがとうございました。
■閉会点鐘 東京飛火野ＲＣ会長

本田

誠

佐藤武文

●東京飛火野ＲＣ
幹事 小髙俊明
1.病気の会員もおられますが、暑いので
体調管理に努め熱中症にならないよう
御注意ください。
2.9月はガバナー補佐来訪、ガバナー公
式訪問と行事が立て込んでいます。ご協
力をお願いします。
3.東北大震災復興支援に東松島地区からも具体的な
要望でています。支援策をつめてゆきたいと思います。

ニコニコBOX
出席報告 総数
第1169回 28
第1167回
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本日26,000円

累計248,760円

本年度目標額1,300,000円 達成率19.13％
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※今週のメークアップ 黒川さん 谷さん
※先々週の後メークアップ なし

5

出席率
75％
82.1％

飯森さん 中澤さん
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ニコニコメッセージ
本田 誠さん
お世話になります。暑さを吹き飛ば
しましょう！
！
小髙俊明さん
八王子東ロータリークラブ会員の
皆様、
本日はお世話になりありがとうござい
ます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
水野 功さん
合同例会楽しみです。
濱田宣郎さん
八王子東ロータリークラブの皆様
こんばんは。本年もお世話になります。
藤野益夫さん
八王子東クラブの皆さん本日は大
変お世話になります。よろしくお願いします。

2013年

■開会点鐘

生沼通男さん
合同例会よろしくお願いします。
早川忠男さん
来週さぼります。
星野幸夫さん
八王子東ロータリークラブの皆様
お久しぶりです。よろしくお願い致します。
大塚洋晃さん
八王子東ロータリークラブとの合
同例会楽しみにしております。
山本会長、
本日はお世話になります。
小島 明さん
平 良信さん
久しぶりに合同例会で会う顔を見
てホッとします。
河野和正さん
八王子東クラブとの合同例会にご
招待頂きありがとうございます。

8月27日（火）第1170回

■司会
クラブ広報委員会
会長

藤野益夫委員長
本田

誠

■会長報告
会長 本田 誠
人工衛星搭載の新型ロケット「イプシロン」が打ち
上げ延期になりましたた。日本の威信をかけたロ
ケットです。延期後の打ち上げが注目されています。
国際世論も気になるところですね。
■幹事報告
幹事 小髙俊明
1.9月はガバナー補佐来訪・ガバナー公式訪問と続
きます。体調を整え多くの会員の出席でお迎えした
いと思います。
2.10/13〜14リレー・フォー・ライフジャパン日野の
イベントが行われます。寄付とグランドを24時間歩
くイベントに参加をお願いします..
●記念Yシャツについて 馬場弘融会員
皆さんから要望のあった『国体・市制50周年の記
念ＹシャツL4枚・M2枚』を手を尽くして調達で
きました。ご希望の方にお分けします。
●日野消防署落成式・街づくり連絡協について
渡邉 良勝会員
1.日野消防署落成式典に出席、お祝を届けてきました。
2.日野街づくり連絡協議会に出席、上程された活動
計画等を承認した。
●消防署見学他 安西 清会員
新装なった消防署見学を河野会員にお願いしてい
ます。リレーフォーライフに昨年参加しました。
グランドを歩くだけです。私はその日イベントを
含めこれまで最高の18,000歩を記録しました。
1171回 通常例会
9月3日(火)12：30
高幡不動尊客殿
司会者： 大塚会員
クラブ協議会予行練習

1172回 通常例会
9月10日(火)12：30
高幡不動尊客殿
司会者： 小島SAA委員長
クラブ協議会:中込ガバナー補佐来訪

vol.26-06

夜間例会 於：浜寿司本店

●被災地支援について 谷 和彦会員
1.先 に お 預 かりした 東 日 本 大 震 災 復 興 支 援 金
125,000円は、8月15日東松島の被災地に届けまし
た。「まだまだ物資が不足していますのでこれから
もご支援を」と要請されました。
2.東日本大震災支援チャリティ−コンサ−トが9/6あ
ります。チケット2000円ですご協力ください。
★閉会点鐘前に本田会長より、地区に復興支援資
金が750万円あり、利用は『クラブ資金も合わせて
支出』の条件付ですがこれを利用できればまとまっ
た支援ができるのではと報告がありました。
■閉会点鐘

会長

本田

誠

●懇親会
藤野会員の司会挨拶で始まった懇親会は、人工衛
星搭載新型ロケット打ち上げ延期、暑さの農作物へ
の被害、あちらこちらの局地的な集中豪雨の被害、
渇水による取水制限、福島原発の放射性物質を含
む汚染水もれ・地下水の海洋流失で福島相馬市の漁
協が試験操業中断のニュース、高校野球で初めて設
けられた休養日、イチロー選手の活躍、楽天田中投
手の連勝記録、今晩の巨人阪神戦などの話題で盛り
上がりました。
ニコニコBOX
出席報告 総数
第1170回 28
第1168回

28

本日8,000円

累計256,760円
本年度目標額1,300,000円 達成率19.75％
出席 MU前 MU後 欠席
19
6
−
3
20

※今週のメークアップ

1

0

黒川さん 小島さん
早川さん 生沼さん
※先々週の後メークアップ
なし

1173回 通常例会
9月17日(火)12：30
高幡不動尊客殿
司会者： 生沼会員
卓話：水野功ガバナーノミナー

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：本田 誠
幹 事：小髙 俊明
副会長：渡邉 良勝

7

出席率
89.3％
75％

水野さん
大塚さん

1174回 合同例会
9月24日(火)12：30
高幡不動尊客殿
司会者： 日野RC担当
卓話：舟木ガバナー公式訪問

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

