
 

                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                         

 

ガバナー公式訪問３クラブ合同例会 

 

◎司会        ＳＡＡ委員長  足立潤三郎 

                            

◎開会・点鐘  
多摩ＲＣ（第１９５２回）会長 小暮知則  

稲城ＲＣ（第１７６２回）会長 塩崎哲史 

多摩 GRC （第  ９００回）会長 伊藤英也 

                                              

◎国歌斉唱「君が代」 

 ロータリーソング 「奉仕の理想」 

           ソングリーダー 菊池  敏 

 

◎来賓紹介           会長 伊藤 英也 

 

  ガバナー             久邇 邦昭様 

 地区幹事             星野 欣也様 

 ガバナー補佐           齋藤 茂一様 

 グループ幹事           池田征士郎様 

   

◎会務報告            会長 伊藤 英也 

 

本日は、朝 9 時より久邇ガバナー、星野地区幹事、

齋藤ガバナー補佐及び池田グループ幹事をお迎えし、

ご指導を頂きました。 

 

◎幹事報告           幹事  宮本  誠 

 本日は、特にございません 

 

◎出席報告    出席奨励委員長   小田 良生  

 

 

 

 会員総数              ３８名 
  出席義務者数            ３２名 
  出席者数     出席義務者    ２４名 
           出席義務免除者   ４名                                                      

           事前ＭＵ      ０名  
  出席率            ７７．７８ ％ 
第 898回例会（10/21）訂正出席率９１．８９％ 
  

◎ニコニコＢＯＸ      ＳＡＡ・親睦委員会  

津守 弘範 

  伊藤 英也 久邇ガバナー、星野地区幹事、齋藤

ガバナー補佐、池田グループ幹事ご

指導有難うございました。 
  伊藤 英也 ３クラブ会員の皆様ようこそ。懇親

を深め楽しいひとときを過ごしまし

ょう。 
  宮本  誠 ガバナーようこそおいで下さいまし

た。本日は宜しくお願い致します。 
  足立潤三郎 ３クラブ合同ガバナー公式訪問を記

念して。 
  赤尾 恭雄 久邇ガバナー公式訪問誠に有難うご

ざいます。卓話を楽しみにしており

ます。 
萩生田政由 久邇ガバナーようこそ！ 
岩野 京子 ガバナーようこそおこし下さいまし

た。３クラブの会員の皆様本日は 
      宜しくお願いします。 
伊澤ケイ子 久邇ガバナー公式訪問御苦労さまで

卓話楽しみにしております。 
菊池  敏 三クラブ合同例会楽しみです。 
小泉  博 ガバナー有難うございます。明日は 
      障がい者テニスの日です。皆さん 
      元気で楽しみましょう！！ 
宮村  宏 ガバナーようこそいらっしゃいまし

た。明日の障がい者テニス宜しくお

願いします。 
中谷 綋子 久邇ガバナーようこそ。 
村上  久 久邇ガバナーようこそおいで下さい

ました。 
小田 良生 皆様ようこそいらっしゃいました。 
澄川  昇 久邇ガバナーようこそ。 
津守 弘範 久邇ガバナーようこそ。 
 
 
 

 

 

  
                                                              

 

 

        

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

  

                       

     

          

 

                

             

          
            
 
 
 
 
 
    

     

 
 

 
 
 
 

 

 

             
 

  

    
      

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 
        ２００９～２０１０年度 

 

友情そして交流の輪を深め人生を高めよう                
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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 
TEL042-372-6463FAX042-372-6491 Eメール tamagrc@tamagrc.join-us.jp  

会長 伊藤 英也   幹事 宮本 
会報・記録委員長 小泉 博   委員 萩生田政由・片山哲也・小林正裕 
副委員長      大松 誠二   小田良生・海野榮一・山田勍・吉沢洋景 



 
海野 榮一 ガバナー公式訪問宜しくお願いしま

す。 
渡辺ますみ 久邇ガバナーようこそおいで下さい

ました。 
本日の合計￥２３，０００（累計￥３８９、８１０ ） 

  

  

 ※ガバナー御紹介  ガバナー補佐 齋藤 茂一様 

 

   皆様は久邇さんを良くご存知だと思いますので、

今日はゴルファーとしての久邇さんをご紹介いたし

ます。久邇さんはゴルフが大変お好きで、ご自慢の

ひとつは、ホームコースでのホールインワンと英国

名門コースでのホールインワンだそうでございます。

今でも盛んにプレーをなさっておられ、多忙な公式

訪問終え、年が明けたらまたプレーをなさるとおっ

しゃっておられる久邇さんをご紹介申し上げます。 

 

◎卓話     第 2750 地区ガバナー 久邇 邦昭様 

 

 皆さん こんにちは。今日は３クラブ合同の例会にお

招きいただき有難うございます。 

RI 会長はサンディエゴでのガバナーエレクトのセミナ

ーで「The future of Rotary is in your hands」、重点

目標としては「水と飢餓と保健と識字率向上」を掲げて

おります。他に地区の重点目標があって、これも大事で

すが、特に会員基盤強化につきましては力を入れなけれ

ばなりません。それから職業奉仕でありますが、ケニー

会長はこれを重視しておられます。地区でも職業奉仕委

員会を復活させました。 

この機会に皆さん各クラブから地区に沢山出ていただ

き助けていただいていることについてお礼申し上げてお

きます。 

水、飢餓、保健についてまとめて申し上げましょう。

２７５０地区でも水に関する奉仕活動を行っております

が、きれいな水を得るためには木が重要であります。失

われていく木を守るために「山に緑を」を私のモットー

としております。識字率向上については、まだまだ取組

んでいかなければならない国がたくさんあります。日本

では教育、とくに戦後、家庭教育が蔑ろになりました。

欧米では大人は協同して子どもの教育にあたることが常

識となっております。欧米と比較して日本は男尊女卑と

言われますが、しかし、日本の一番偉い神様は天照大神

で女性ですし、また数々の民話でも女性が優位に述べら

れていることは皆様ご承知のとおりです。現代に至って

も女性が優位ですが、一方、欧米では、例えば、夫は給

与を妻に渡さずに、生活費を渡すのが一般的であり、ま

た、子どもを叱るのは主として親父であるなど、女性優

位と云うことにはなっていないようです。日本では、日

本の特色を活かして家庭円満できちんと教育をするよう

にしていただきたいと思います。ということで識字率向

上から生まれる教育、「幼子には躾けを」をモットーと 

しております。「山に緑を」、そして「幼子には躾を」を

ひとつの繋がりにしました。 

◎御礼             会長 伊藤 英也 

 

 長時間に亘りまして有難うございます。大変厳しき時 

 

代ではありますが、ロータリー精神に基づき、少しでも

前進して参りたいと思いますので、今後とも宜しくご指

導のほどお願いいたします。 

 

◎閉会・点鐘      多摩ＲＣ      小暮知則会長 

            稲城ＲＣ     塩崎哲史会長  

                     多摩ＧＲＣ    伊藤英也会長     

 

【懇親会】 

◎司会      多摩ＧＲＣ：ＳＡＡ・親睦委員会   

                    岩野 京子  

 

◎ガバナー歓迎の乾杯     齋藤茂一ガバナー補佐 

  
 ガバナーにおかれましては、全９０クラブの訪問をな

さることになっており、大変でございましょうがご健康

にご留意いただき、また、ご参会の皆様のご健勝をご祈

念申し上げ、乾杯いたします。 

 

◎ガバナー御挨拶         久邇邦昭ガバナー 

 

 ロータリーは親睦を行うことになっておりますが、海
外でのロータリーの親睦は盛んです。私どもが参加をし

ますと、まず日本のことを聞かれますので、歴史を勉強

しておかなければなりません。 英国のロータリーでは

ジョークを言える事が紳士だということになっているの

で、それもウィットに富んだジョークを披露するために、

皆さん勉強しています。楽しいロータリー、笑いのある

ロータリーにしていきたいと思います。 

 

◎歓迎挨拶             会長 伊藤英也 

 

久邇ガバナーをはじめ本日ご出席いただきました地区

役員の皆様、本日は有難うござました。おかげさまで、

無事にガバナーをお迎えしての３クラブ合同例会を行う

ことができ感謝申し上げます。 

 

◎閉会挨拶             幹事 宮本 誠    

 

それでは、これで懇親会を閉会いたします。 

 

◎「手に手つないで」 ソングリーダー：吉沢 洋景 

 

         ※各クラブの東京を省略しました。 

  

           （今週の担当小田 良生） 



 

 

 

 

 

 

 

 

奉仕プロジェクト（移動例会） 

【第７回障がい者のテニススクール】 

 

日時：2009年 11 月 5 日（木）10 時～15 時 

場所：多摩市営一本杉テニスコート  

  

 

◎司会・進行       実行委員長 小泉  博  

                             

◎会務報告           会長 伊藤 英也 

＊天候もよく、テニススクールが開会できてなにより

です、本日は落合中学校の生徒さんにも応援してい

ただいてありがとうございます、ご協力宜しくお願

い致します。 

＊本日、次年度役員理事候補を、後ほど指名委員会よ

り発表して頂きます。 

 

◎幹事報告           幹事 宮本  誠 

＊本日は、「移動例会」となっております。午前中は、

例会となり、午後はプラスミーティングとなります。 

このため、来週の 11 月 11 日の例会は開催されませ

んのでご了解ください。 

＊事務局の當間さんについて、今週がハードスケジュ

ールだったため、来週はお休を多くとって頂くよう

に考えておりますので、宜しくお願い致します。 

 

◎2010-2011 指名委員会    委員長 小坂 一郎 

  次年度役員理事候補の発表 

       副会長  大松 誠二 

       会長ｴﾚｸﾄ  小泉  博 

       幹事   菊池  敏 

       会計   伊澤ケイ子 

       ＳＡＡ  萩生田政由 

       理事   伊藤 英也 

       理事   小笠原 悟 

上記役員理事候補を指名致します。 

 

◎開会挨拶        統括委員長 宮村  宏  

 皆さんおはようございます！！ 本日は多くの参加

者の方々、そして落合中学校の生徒さんたちの参加

を頂きありがとうございます。 

 今日一日、怪我の無いよう注意して、スクールに望

みたいと思いますので、宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎お客様挨拶  落合中学校  平戸 孝幸 副校長  

 本日は、生徒たちを参加させて頂きありがとうござ

います、このお手伝いも回を重ねるごとに学校とし

ても重要な行事となっており、生徒たちも期待をし

ておりました、一日よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊実行委員長より 参加者のご紹介の後 

       いよいよスクールの開始です＊＊ 

 

                                 

◎萩生田政由  統括副委員長挨拶 

 皆さん、本日のご参加心よりお礼申し上げます。 

一日楽しく仲良くテニスをたのしんで下さい。 

 

 

 

＊＊宮村統括委員長・宮村テニススクール校長より 

         コーチの紹介があり開校です＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２００９．１１．５ 第 901回例会 No.２０－１７ ２００９．１１．１８発行 

 



 

 

◎終了式   

☆☆ 宮村コーチより記念品の授与と参加者の「技」

の披露をして頂きスクール終了です☆☆ 

 

 
【 委員会報告 】 

◎出席報告      出席奨励委員長 小田 良生  

  会員総数              ３８名 
  出席義務者数            ３２名 
  出席者数     出席義務者    １８名 
           出席義務免除者   ５名                                                      

           事前ＭＵ      ０名  
  出席率            ６２．１６ ％ 
 

第 899回例会（10/28）訂正出席率 回 91.89％  
 

◎ニコニ ＳＡＡ・親睦委員会 
 伊藤 英也 本日のテニススクール多数の参加あ

りがとうございます。天気に恵まれ楽し

い一日を過ごして下さい。 

宮本  誠 今日のテニスは天候も素晴らしく最

高です。これで大略やることは終了。 

足立潤三郎 テニススクール天気が良くてよかっ

たですね。 

赤尾 恭雄 好天に恵まれ活気に満ちたスクール

を期待します。 

遠藤 二郎 障がい者テニススクール楽しく成功

を祝して。 

 

萩生田政由 宮村テニススクールのコーチの皆様

今日一日、宜しくお願い致します。 

萩生田茂夫 天気で良かったですね。 

伊澤ケイ子 天気に恵まれ楽しく過ごしましょう。 

片山 哲也 天気の良さ（昨年は寒かった！）で 

      参加者も気持ち良くテニスを楽しん

でいると思います。 

菊池  敏 天候に恵まれて無事にテニススクー

ル出来て良かったですね！ 

小泉  博 天気が良くて！ 

小坂 一郎 障がい者テニス、お天気でよかった 

      アー。 

宮村  宏 天気に恵まれて良かったですネ。 

村上  久 障がい者テニススクール好天候に恵

まれて良かったですネ！ 

中谷 綋子 いい天気で良かったです、多数の参

加者で盛り上がっています。 

小田 良生 皆さん行いが良かったですね。楽し

いテニススクールになりそうです。 

澄川  昇 天気も良くて楽しみにしている選手

の笑顔をみるとやって良かった、続

けて良かった、良いことをした。 

津守 弘範 障がい者テニススクールは良き天候

に恵まれて良かったです。 

海野 榮一 いいお天気で良かったですね。 

吉沢 洋景 テニス教室でご苦労様です。 

  

  

 本日の合計￥２６，０００（累計￥４１５，８１０） 

 

◎閉会              会長 伊藤 英也 

  

 

＊＊実行委員長のひとり言＊＊ 

 いや～ 無事終わって何よりだねぇ～ 参加者の方

も 26 名とか前回同様にたくさん参加していただいて

光栄だよね、クラブの皆でやったことが、こんなによ

ろこんでもらえるって嬉しいよね～、でも！天気でよ

かったぁ！今年も雨とかだったら？なんて言われるか

解んないし！延期しても参加者集まらんだろうし、天

に感謝、そして今日集まった皆さんに感謝ですね。 

 

           

 （今週の担当 小泉  博 ） 

 

 


