
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

 

 

【司会】 ＳＡＡ・親睦委員会 委員長  林田 敏誠     

 

 

≪会長・幹事引継式≫ 

◎木槌・バッジ・タスキ引継ぎ 

直前会長 峯岸 忠・会長 杉山 真一 

直前会長 峯岸 忠・幹事 初野 有人 

    

 

             

◎開会点鐘            会長 杉山 真一 

◎国歌「君が代」および 

ロータリーソング「我らの生業」  演奏  

◎「四つのテスト」唱和  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎会長就任挨拶          会長 杉山 真一 

改めましてこんにちは。

本年度会長を務めさせて

頂きます杉山です。1年間

宜しく申し上げます。去

年 2ケ月ばかり入院して

言葉苦しいんですがやる

事やらねばいけないとい

うことを頭に入れて今年

一年頑張りたいと思いま

す。あんまりしゃべれないんで、奉仕しよう、みんな

の人生を豊かに、色々な奉仕がありますが、私は地域

の奉仕が一番だと思っている、色々な考えがあると思

いますが、皆さんどうぞ 1年間宜しくお願い致しま

す。            

 

◎幹事就任挨拶          幹事 初野 有人 

皆さん改めましてこんに

ちは。皆さんに会えてとて

嬉しいです。このコロナ禍

の中、峯岸前会長には本年

度にスムーズにバトンタ

ッチをして頂き誠にあり

がとうございました。私は

杉山会長から幹事やって

くれないかと言われた時、

二つ返事で引き受けました。ですので業務につきまして

は相思相愛で出来ておりますのでご安心ください。皆様

の声を真摯に受け止めて幹事の仕事をしていくつもり

です。1年間宜しくお願い致します。 

 

◎乾杯！と直前会長報告   直前会長 峯岸  忠 

皆さんこんにちは。2020年 2021年度、

皆様のおかげで無事 1年間過ごすこと

が出来ました。本当に有難うございま

した。顧みますとコロナに始まりコロ

ナに終わる、余り活動もできませんで

したけれども、これからも皆様コロナ

には十分気を付けてお過ごしください。 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

 
２０２１．０７．０７ 第１３９２回例会   No.３２－０１ ２０２１．０７．１４ 発

 

    
      

国際ロータリー第２７５０地区   

東京多摩グリーンロータリークラブ 

2021-2022 年度 
        ２０１８～２０１９年度 

地域密着型、ロータリークラブに 
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杉山年度を立派に盛り上げて頂ければ良いかと思って

おります。 

それでは杉山会長、初野幹事、理事役員、協力して杉山

年度が立派に活動できることを記念し会員の皆様のご

健勝とご多幸を記念いたしまして乾杯をしたいと思い

ます。 

 

◎会務報告             会長 杉山 真一 

お客様紹介から始めます。もと米山奨学生のジャン シ

ャル ペルチェ君です。また徳原さんの紹介で阿部亮一

さんです。会務報告です。今後の公式予定としてガバナ

ー補佐隣席クラブ評議会 7 月 28 日に行います。奉仕プ

ロジェクトについて意見交換の場を持ちたいと思いま

す。次にガバナー公式訪問 8 月 31 日多摩ロータリーク

ラブと合同でやります。 

6月 29日にタウンニュースの取材を受けました。本日例

会後、理事会を開催したいと思います。 

 

◎幹事報告             幹事 初野 有人 

峯岸年度から引き継いでおりましたホームページの新

設でございますが、7 月中にはアップする予定でおりま

す。ホームページ会社から試作品が届いておりますので

理事会で見てもらおうかと思います。活動計画書の中身

で例年と違いますのは、奉仕プロジェクトの箇所は割愛

しております。ガバナー補佐隣席のクラブ評議会の時に

決定した事項を皆様にお配り致します。配布物は活動計

画書、ロータリーの友 7月号、職業奉仕便り、ガバナー

月信 7月号になります。 

 

◎地区役職委託発表 森本 由美 会員  

会長 杉山 真一 

 

森本由美様、貴殿を

2021年2022年度の国

際ロータリー第 2750

地区奉仕ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員

会職業奉仕委員会に

帰属致します。皆様ご

存じの通りエスディ

ージーズを名だたる

企業が世界的に開発に名乗りを上げています。人間社会

において経済状況、金融社会など人間が作って来た大変

なリスクが世の中を作ってしまっている、そのしっぺ返

しが来ているのが現状です。グリーンロータリーも会員

増強に努めて行かねばならないと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎徳原透会員より後任者阿部亮一会員の紹介 

 

 
多摩市に来て 5 年になりますが急遽転勤となりまして、

後任の阿部亮一でございますが、非常に真面目な方で、

日本のホテルの宿泊の予約システムを彼が作ったと言

ってもいいくらい模範になった方で非常に優秀な方で

す。今後とも引き続きご指導ご鞭撻をお願い致します。 

 

◎ショートスピーチ 

米山奨学生   ジャン シャル ペルチェ君 

 

 
2019 年の 4 月にロータリー米山奨学金を頂き学校を卒

業しました。4月から機械 IT系セキュリティ等の会社に

入社しました。イラン人と婚約しました。コロナで帰国

できないので結婚はまだ予定ないけど、いずれ結婚しま

す。よろしくお願いします。 

 

【 委員会報告 】 

◎各委員会報告 

・奉仕プロジェクト     統括副委員長 大槻 一夫 

ガバナー補佐隣席倶楽部評議会が 7月 28日に開催され

ますが、その時に重点奉仕プロジェクトの企画会議を

併せてさせて頂きます。薬物乱用防止活動、多摩市消

防少年団、ラオス小児病院支援、引き続き進めてまい

ります。 

・消防                       前会長    峯岸 忠 

福原ガバナーよりロータリー財団寄付 3部門達成クラ

ブとして東京多摩グリーンロータリークラブが表彰さ

れました。 

 



・米山奨学委員会              委員長 森本 由美  

30周年記念事業でロータリー財団に 15万円、米山奨学

委員会に 20万円のご寄付を頂戴いたしました。有難う

ございました。 

 

◎出席報告      出席奨励委員会 菊池  敏 

 

会員総数                 26名 

出席義務免除者            7名 

出席者数 出席義務者            15名 

出席免除者         6名 

計                 21名 

出席率    21/26  = 77.78％ 
 

 

◎ニコニコＢＯＸ   ＳＡＡ・親睦委員会 三田みよ子 

 

杉山 真一 皆さん、一年間宜しくお願い致します。 

初野 有人 一年よろしくお願いいたします。             

萩生田政由 杉山会長・初野幹事、おめでとうございま 

      す。宜しくお願い致します。 

峯岸   忠 杉山、初野年度を祝して 

会員の皆様、今日は七夕ですね。 

いい出会いがあれば！！ 

遠藤 二郎  杉山、初野年度、初例会を祝して 

林田 敏誠 杉山会長・初野幹事、宜しくお願い致し

ます。 

堤 香苗  新年度、会長幹事よろしくお願いします。 

関岡 俊二 杉山、初野年度を祝して 

菊池   敏 新年度初例会お目出とうございます。 

 伊澤ケイ子  杉山会長、初野幹事、 

一年ご苦労さまです。 

小泉  博  杉山・ハツノ年度のスタートおめでとう 

      ございます。 

森本 由美 本年度初例会、おめでとうございます。    

 伊藤 綾乃  本年度もよろしくお願い申し上げます。 

大槻 一夫  杉山会長、初野幹事、1 年間宜しくお願

いいたします。 

福岡  均 杉山会長、初野幹事、新年度宜しくお願

いします。 

 足立潤三郎  2021-22年度、初例会を記念して 

  

米津 正五 新体制のスタート！ 

       新会長・幹事の皆様よろしくお願いいた

します。 

 三田みよ子 杉山年度 皆様1年間宜しくお願い致し

ます。 

      

  本日の合計￥５０，０００（累計￥５０，０００） 

【クラブ協議会：各委員会活動計画発表】 

 

 

【進行】           幹 事 初野 有人  

                                    

※クラブ運営管理関連委員会           

統括委員長 小泉  博 

コロナ禍の中、皆で集まっての議論は全く出来ており 

ませんが、各委員長積極的な活動計画を頂きました。 

個人の個性人柄等が表現された素晴らしい活動計画だ 

と思います。必ずや杉山、初野年度の成果を上げて頂 

けると信じております。 

 

※プログラム委員会      委員長 田村  豊 

委員長、副委員長共にご不在でおりますので後日改め

て発表させて頂きます。 

 

※ＳＡＡ・親睦委員会     委員長 林田 敏誠 

日本の心、気品と秩序ある例会を心がけて行き魅力あ

る例会を心掛けて行きたいと思います。（以下詳細は活

動計画書参照のこと。） 

 

※出席奨励委員会       委員長 菊池  敏 

コロナ禍の動向を敏感に察知することに努めた上で、 

例会出席率向上のために活動する。 

 

※会員増強委員会       委員長 萩生田政由  

今回ほど厳しい状況はかつてないと思う。自分だけい

くらもがいてもダメなので、まずロータリーって何？

というのが世間の 8割なので、皆さん一人一人が例会

に招待する、この努力を皆さんのお力を借りて、1年

間、杉山年度を盛り上げていきたいと思います。 

 

※会報・記録委員会      委員長 福岡  均 

例会等で発信された情報を等身大かつ速やかに伝達す

ることを心掛け、委員全体で協力して職務を遂行して

いく。 

 



※広報委員会        副委員長 大槻 一夫 

多摩グリーンロータリークラブの存在とその活動につ

いて地域メディアとの連携を図りながら積極的な広報

活動を実施する。 

 

※ロータリー研修委員会    委員長  峯岸  忠 

会員が入会して頂かないと研修もできませんので、会

員増強に向け、皆様のご協力をお願い致します。 

 

※ロータリー財団・米山奨学委員会          

委員長 森本 由美 

ロータリー財団は 100年以上前に創立されて以来、 

教育の支援や持続可能な成果を生み出すプロジェクト 

に総額 40億ドル以上の資金を提供してきました。 

昨年以来、コロナ禍の状況により地区重点目標に対し 

て満足できる成果には至りませんでしたが、この間、 

ロータリアンは対処方法を学び、模索しながら努力し 

ています。 

 

※ロタフェロー委員会    副委員長 関岡 俊二 

新型コロナウイルスの影響により世界の情勢がどのよ

うに変化したか情報を取集し、必要な支援を行う。 

 

※奉仕プロジェクト関連委員会          

統括委員長 堤 香苗  

早退されましたので、次回に発表させて頂きます。 

 

 

◎閉会点鐘           会長 杉山 真一 

各委員長有難うございました。会員増強の萩生田委員長

の言った言葉が身に沁みます。一人一人が頑張って来安

いロータリーにするべきだと思っております。特に若者、

50代以下が少ないので若い人は頑張りましょう。 

               

（今週の担当  福岡 均   ）  

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                     

 

  


