
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

 

 

2019-2020年度 
東京多摩・東京多摩グリーン 

ロータリークラブ 
合同寿例会 

◎司会   東京多摩ＲＣ 山本 英順 

◎開会点鐘          東京多摩Ｒ会長 小早川昌稔 

        東京多摩グリーン会長 入沢 修自 

◎国歌「君が代」斉唱 

ロータリーソング「奉仕の理想」 

    ソングリーダー 東京多摩ＲＣ 石塚 悦信 

◎「四つのテスト」唱和   

    ソングリーダー 東京多摩ＲＣ 石塚 悦信  

◎お客様紹介      多摩ＲＣ会長 小早川昌稔 

 多摩市長             阿部 裕行様 

 東京東村山ロータリークラブ    野村 高章様 

 

◎会務報告・年頭のご挨拶 小早川 昌稔多摩ＲＣ会長 

皆様、新年あけましてお 

めでとうございます。 

本年もよろしくお願いし 

ます。令和初のお正月で、 

オリンッピックの年でも 

あり楽しみにしておりま 

す。残り６ｹ月を会員の協力をお願いして笑顔のたえ 

ないクラブにして行きたいと思います。本年が皆さん 

にとって、すばらしい年となります事を祈念して、ご 

あいさつとさせて頂きます。 

入沢 修自多摩グリーンＲＣ会長  

 皆様あけましておめでとうございます。 

 半年、会長職を過ぎて、自問してみますと、会長の 

大変さがひしひしと感じます。無我夢中で苦労して 

いる事は勉強させてもらっている事だと思っていま 

す。さて「ひしひし」という字は牛を下に２つ、上に 

１つ書くのだそうです。意味は、するどい刺激、打撃 

が続けざまに加えられて、身にこたえる様子との事で 

す。クラブの状況は、会員総数２８人平均年齢６２． 

 

 

 

 

 

 

４才です。今年度はクラブ内部の活性化を大切 

に考えていきたいと思います。 

次年度は当クラブ３０周年記念、ラオス小児病院支援 

活動を行います。又青少年交換留学生の受け入れ準備 

と奉仕活動として多摩少年消防団との協働、薬物防止 

活動を継続して行き、次年度峯岸会長と歩調を合わせ、 

親クラブである多摩 RCの皆様とも連携をとり進んで 

いきたいと思っています。以上で年頭の挨拶とさせて 

頂きます。 

 

◎幹事報告          小暮知則多摩ＲＣ幹事 

皆さん改めて明けましておめでとうございます。 

 ２６年目、今年度初めて私の年令を下まわりクラブの 

 平均年令が５３才程になりました。今年残り半分、 

会長を支えて頑張って行きたいと思っています。 

皆さん、よろしくお願いします。 

 

田﨑博実多摩グリーンＲＣ幹事 

明けましておめでとうございま

す。今年はネズミ年 漢字では

「子」中国ではここに「ふえる」

という意味をこめているようで

す。ロータリーの奉仕活動を通

じて幸せの種を一つでも増やし

ていこうと思います。 

 配布：下期会費請求書、ロータリーの友１月号 

 回覧：バギオだより１月号 

    フレンズ JAPANメールマガジン 

    多摩市障害者福祉協会２９回障がい者美術 

作品展報告 

 他クラブ例会変更：事務局にお問い合わせ下さい 

 

◎出席報告     戸谷 宣之多摩ＲＣ出席委員長 

菊池 敏多摩グリーンＲＣ出席委員長 

会員総数                28名 

出席義務免除者           6名 

出席者数 出席義務者           18名 

出席免除者        6名                                     

計                24名 

出席率    24/28  = ８５.７１％ 
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例会場  京王プラザホテル多摩 例会日 水曜日12：30～   月最終例会18：30～ 

事務局  〒２０６－００３３ 多摩市落合1-43  京王プラザホテル多摩５６１号 

TEL  042-372-6463  FAX  042-372-6491 Eメールtamagrc@tamagrc.join-us.jp 

会長 入沢 修自  幹事 田﨑 博実  会報・記録委員長 守田 亨 

副委員長 大松誠二 委員 関岡俊二 森本由美 林田敏雅 伊藤綾乃 

菊池 敏 福岡 均   HP： http://www.tamagrc.join-us.jp/        

mailto:Eメールtamagrc@tamagrc.join-us.jp
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◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員 守田  亨 

入沢 修自 明けましておめでとうございます 

     多摩ＲＣさんありがとうございます 

     阿部市長ようこそ。 

田﨑 博実 新年明けましておめでとうございます。 

伊澤ケイ子 明けましておめでとうございます。 

菊池  敏  新年明けましておめでとうございます！ 

福岡  均 新年明けましておめでとうございます 

      皆様にとって最高の 1年であります 

ように。 

初野 有人 新年明けましておめでとうございます。 

杉山 真一 明けましておめでとうございます。 

林田 敏誠 明けましておめでとうございます。 

森本 由美 本年も良い年でありますように 

      人に優しく！をモットーにします。 

小泉  博 新年おめでとうございます。 

      合同例会万歳＼(^o^)／ 

大松 誠二 今年もよろしく仲良くやりましょう。 

三田みよ子 明けましておめでとうございます。 

      皆様今年も宜しくお願い致します。 

遠藤 二郎 オメデトウゴザイマス本年もよろしく。 

足立潤三郎 親クラブとの合同寿例会を記念して。 

萩生田政由 寿例会を祝して。 

関岡 俊二 合同例会を祝して。 

守田  亨 本年も宜しくお願い申し上げます。 

吉沢 洋景 明けましておめでとうございます。 

      本年もよろしくお願いいたします。 

峯岸  忠 明けましておめでとうございます。 

      本年もよろしくお願いします。 

本日の合計￥３４，０００（累計￥３４，０００ ） 

★両クラブ会長以外は名前だけ発表しました 

    

◎お客様ご挨拶 多摩市長 阿部 裕行様 

新年明けましておめでとうござ

います。本日はお招き頂き有難

うございます。 

昨年は両クラブの皆様にご協力

頂き感謝申し上げます。年末、

年始とも大変あたたかい日で、

地球温暖化のせいでしょうか？ 

多摩市として今年は東京オリンッピックを迎える年で

もあります。昨年テストレースとして自転車ロードレー

スがありました。幸いに天気はくもりで暑くなく行えま

したが、心配なのは今年です。開会式の翌日に男子自転

車ロードレース、次の日女子の競技があります。 

チケットを買わずに見られるのは只一つロードレース

なのです。子供達も総出で、観覧者、ボランティア皆が

猛暑の中で参加は大変心配です。どうか晴れわたらずに 

くもりで涼しい日を祈っています。 

もう一つはアイスランドの選手が多摩市をホストタウ

ンとしてキャンプ地にまいります。投てき、ゴルフ、ハ

ンドボール、水泳等の選手が来る予定です。 

アイスランドは氷河、火山、温泉の国です。 

３４万人が住んでいます。自然豊かな国で、女性が活躍

されている国です。オーロラの素晴らしいところです。 

今氷河がどんどん溶けており地球温暖化におかされて

いる現状です。大使も大統領も心配しています。 

今後は当地のロータリークラブとも交流していきたい 

と思っています。皆さんのご協力をお借りできれば有難

いと思っています。 

宜しくお願い申し上げます。 

 

◎開会点鐘         東京多摩Ｒ会長 小早川昌稔 

        東京多摩グリーン会長 入沢 修自 

 

≪ 懇親会 ≫ 
         司会 東京多摩ＲＣ 戸谷 信之 

◎開会挨拶      

東京多摩ＲＣ次年度ガバナー補佐 関戸 達哉       

明けましておめでとうございま

す。次年度は多摩グリーンＲＣ

３０周年であり、９月に式典と

懇親会が予定されています。 

調布むらさきＲＣも１１月に 

３０周年式典があります。 

残念乍ら、狛江ＲＣは次年度５

０周年記念式典をもちまして終結致します。今１０クラ

ブのうち、５０名いるクラブは２クラブです。１０名台

も２クラブです。多摩ＲＣ多摩グリーンＲＣの２クラブ

が手を取り合って次年度益々発展させて行きたいと考

えています。皆様方ご健勝を祈念して挨拶とさせて頂き

ます。 

◎乾杯      

東京多摩グリーンＲＣ 小坂 一郎 

 本年は多摩グリーンＲＣ３０周年

記念行事があります。 

多摩ＲＣの皆様多数の御参加を頂き、

盛大に祝って頂けたら幸いです。で

は、多摩ＲＣ多摩グリーンＲＣの

益々の発展と、ご臨席の皆様のご健康と、事業の御発展

を祈って 

おめでとうございます で乾杯！ 
 

 『  懇 談  』 
◎閉会挨拶   

東京多摩グリーンＲＣ 入沢 修自会長 

 

 

 

 

 

 

（今週の担当 関岡 俊二） 


