
２０２０－２１年度福原ガバナー公式訪問 

東京多摩・東京多摩グリーンＲＣ合同例会 

京王プラザホテル多摩３階「白鳳」 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 

 

 

 

  

 

 

◎司会   

東京多摩ＧＲＣ ＳＡＡ・親睦委員長 林田 敏誠 

 

◎開会点鐘             

東京多摩ＲＣ     第 2416回 飯島 文彦会長 

東京多摩グリーンＲＣ 第 1369回 峯岸  忠会長 

※飯島文彦会長がまとめて点鐘 

       
 

◎国歌「君が代」 

ロータリーソング「我等の生業」       

           

 
 

 

 

 

 

◎「四つのテスト」の唱和  

ＳＡＡ・親睦委員長 林田 敏誠  

 

◎お客様紹介    東京多摩ＧＲＣ 峯岸  忠会長 

 国際ロータリー第 2750地区  福原 有一 ガバナー 

   〃 多摩東グループ  関戸 達哉ガバナー補佐 

   〃 多摩東グループ   大木 稔 グループ幹事 

国際ロータリー第 2750地区 

         国際大会推進委員会     門馬 光直 委員 

 

◎会務報告  

東京多摩ＲＣ           飯島 文彦会長 

本日会場準備など多摩グリーンロータリークラブには

感謝いたします。会務報告は特にございません。 

東京多摩ＧＲＣ          峯岸  忠会長  

会務報告は特にございません。 

 

◎幹事報告             

東京多摩ＲＣ           堀木 康弘幹事 

幹事報告は特にございません。 

東京多摩ＧＲＣ          守田  亨幹事 

幹事報告は特にございませんが 1 つだけ配布物がござ

います。 

      【 委員会報告 】 

◎出席報告             出席委員長  小暮 知則 

会員数                 21名 

出席義務者             20名 

出席者数                     17名 

出席率            85％ 

 

◎出席報告      出席奨励委員長 田﨑 博実 

会員総数                29名 

出席義務免除者           8名 

出席者数  

出席義務者           17名 

出席免除者         5名 

計                21名 

出席率    21/29  = 80.77 ％ 
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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 峯岸 忠  幹事 守田 亨   

会報・記録委員長 大槻 一夫  副委員長 遠藤 二郎  
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◎ニコニコＢＯＸ   

東京多摩ＲＣ   親睦活動委員    福井 康弘 

 

東京多摩ＧＲＣ  ＳＡＡ・親睦委員 菊池  敏 

国際大会推進委員会  門馬 光直 様 

     本日は 2021年 6月13日 7：30台北マリ  

     オットホテルでのガバナーナイトの宣伝 

     にきました。宜しくお願い致します。 

峯岸   忠  ガバナー福原様 ガバナー補佐関戸様 

      グループ幹事石塚様本日宜しくお願いし 

      ます。 

守田   亨   福原ガバナー、門馬様、関戸ガバナー補佐 

石塚グループ幹事、本日は誠に有難うご 

ざいます。 

遠藤 二郎   福原ガバナー、関戸ガバナー補佐ようこそ。 

初野 有人  福原ガバナー本日はありがとうございます。 

米津 正五  本日は合同例会よろしくお願いいたします。 

萩生田政由 福原ガバナーようこそ！ 

      本日は宜しくお願い致します。 

林田 敏誠  福原ガバナー様、関戸ガバナー補佐様、 

      ようこそお越しくださいました。 

伊澤ケイ子  福原ガバナー、関戸ガバナー補佐 

     石塚グループ幹事、ようこそ。ご苦労様です。 

杉山 真一  ガバナー福原さん ようこそ！！よろしくお願

い致します。 

大槻 一夫  ガバナー福原様 ガバナー補佐関戸様 

     ようこそいらっしゃいました。 

大松 誠二  福原ガバナー様ようこそ。 

よろしくお願いします。 

福岡 均    ガバナー福原様 ガバナー補佐関戸様 

           ようこそいらっしゃいました。 

田﨑 博実 福原ガバナー様 ようこそ 

鈴木 俊之 福原ガバナー様ようこそいらっしゃいました。 

足立潤三郎 福原ガバナー 訪問大変お疲れ様です。 

      宜しくお願い致します。 

三田みよ子 福原ガバナー、関戸ガバナー補佐、石塚グルー

プ幹事、ようこそ。本日は宜しくお願いします。 

石井富士男 福原ガバナーようこそ 

菊池 敏  福原ガバナー、関戸ガバナー補佐、 

      石塚グループ幹事、本日は宜しくお願いします。 

 

本日の合計￥３６，５００（累計￥２２１，５００）  

 

◎本年度国際大会について  

     国際大会推進委員会   門馬 光直 委員 

  

昨年度はグル

ープ幹事で皆

様にはお世話

になりました 

が本年度は国

際大会推進委

員としてご挨

拶いたします 

2021 年 6 月 12 から 16 日まで台北にて国際大会が行わ

れます。開会式は 6月 13日になります。配布した資料

をご覧ください。開会式当日には福原ガバナー による

ガバナーナイトが予定されております。800 名の所を

1000 名で募集をいたします。今回で 9 つ目のクラブに

なりますが、東地区で 100名近くの参加を期待しており

ますので皆様よろしくお願い致します。 

    

 

 
 

 

 

 

◎ガバナー卓話 

     ガバナー紹介：多摩東グループ 

            関戸 達哉 ガバナー補佐 

 

 

国際ロータリー第 2750地区ガバナー 福原 有一 様 

 

1947年 東京生まれ 資生堂創業家 出生 

1970年 慶應義塾大学卒業 

資生堂入社 

数々の会社社長を歴任し、現在では関係会社７社の代表

取締役社長 

日本商工会議所中央支部 副会長 

社団法人 中央区観光協会 副会長 

日本写真会 会長 

1995年 東京銀座 R C 入会 

2018-19年度 銀座日本橋グループガバナー補佐 

趣味 ゴルフ セーリング 釣り 小唄 

卓話演題「考えましょう地球環境」 

コロナ禍の中、高い出席率で face to faceでお会

いできて嬉しく思います。憧れの Appleのスティー

ブ・ジョブスのスタイルで講演いたします。 



コロナで世界が様変わりした中、オリンピック中止、

緊急事態宣言で銀座も人がいなくなりました。世界

では日本より大きな感染拡大をしております。まず

は 4つのことをお伝えします。 

１、 地域だけではなく革新的なロータリーク

ラブを作る 

２、 5 年 10 年後を見据えたクラブ戦略会議を

開いてほしい 

３、 長年の友人のような方を新入会員として

入れて欲しい 

４、 ポリオの撲滅 

そして私のもっとうであるバリアフリーマインド

を伝えたい、相手と同じ目線で接することの大切さ

を心に留めてください。 

ロータリーでは環境保全がテーマに追加されまし

た。地球温暖化、CO2排出、シベリア凍土が溶ける

ことによる未知なるウィルスの出現、使い捨てプラ

スチックの削減の問題点を話します。 

特にマイクロプラスチックは衣料品から出ること

が多い事から、家電メーカーの洗濯機の改良をお願

いしたい。企業が環境に対する意識を高めていただ

きたい、そして個人ではエコバックを使ってくださ

い。そして皆様にオリジナルエコバックをプレゼン

トいたします。ぜひ使ってください。 

地区大会にまたお会いしましょう。 

ゲストスピーカーは小泉純一郎さんです。100周年

のお祝い会もございます。 

最後に覚えてください、『同じ目線とレジ袋』これ

が私からのお願いです。 

 
 
◎御礼    

東京多摩グリーンＲＣ       峯岸  忠 会長 

本日はご参加ありがとうございます。コロナ禍の中の開

催に迷いましたが、ご協力ありがとうございます。 

福原ガバナーにはロータリアンとして何かを感じ取れ

る講演ありがとうございました。皆様のご健康を祈念し、

御礼の言葉とさせていただきます。 

 

◎閉会点鐘  

東京多摩ＲＣ           飯島 文彦 会長                

東京多摩グリーンＲＣ       峯岸  忠 会長  

 

 

 

  ( 今週の担当 初野 有人  ） 

 

            

     


