
 

                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                         
 

２０１０・０２・２５ 第９１３回移動例会 

地 区 大 会 

グランドプリンスホテル新高輪国際館パミール 

 

 
２月２５日（木） 

第９１３回の例会

は地区大会への振

替例会として開催

されました。 
久邇カバナーの点

鐘に続き、６カ国の

国歌斉唱。ロータリーソング「我らの生業」、各クラブ

の紹介となり、素晴らしい会場と大勢の熱気の中で地

区大会が実施されました。大会後に開催された「懇親

会」も和やかな中、「手にてつないで」で参加者の気持

ちが一つになって無事閉幕となりました。ホストクラ

ブの東京南ＲＣの皆さんお疲れ様でした。 
当クラブは友愛の広場に、今年度特別奉仕活動の報告

としてポリオ撲滅チャリティゴルフコンペ開催と車椅

子テニススクール開催の写真パネル展示を行いました。 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

（今週の担当 小泉  博） 

 

 

２０１０・０３・０３  第９１４回例会 

 

 

◎司会     ＳＡＡ・親睦委員会 津守 弘範 

                             
◎点鐘             会長 伊藤 英也 

                                               

 

 

 

◎国歌斉唱 

 ロータリーソング 「奉仕の理想」 

           ソングリーダー 菊池  敏 

 

◎お客様紹介          会長 伊藤 英也  

多摩プロゴルフ会        岡部 全佑様 

新会員候補           伊藤 静子様 

川崎稲生ＲＣ          原島小賀子様 

 

◎会務報告           会長 伊藤 英也 

第１１回定例理事会報告 

第１号議案  

岩野会員より推薦があった会員候補者（氏名略）を承

認しました。 

第２号議案  

伊澤ケイ子会員から入院のため、出席免除の申請が出

され、承認しました。（2/24-3/31） 

第３号議案  

3/17 の例会は親睦炉辺例会になります。浅草散策の企

画で、本日出席アンケートを取ります。 

その他の報告  

① 多摩社会福祉協議会より感謝状をいただきました。 

② 萩生田茂夫会員のお見舞いに行ってきました。元

気そうで近く退院出来そうです。 

 

◎幹事報告           幹事  宮本  誠 

① 別紙のとおり、会員候補推薦が承認されました。

異議ある方は１週間以内に文書で提出してください。 

② 3/7 はたまがわ R.C の 20周年記念式典です。本日

登録料の集金をします。 

③ 5/18 の東グループ親睦ゴルフの案内がきておりま 

す。個人参加ですが１クラブ５名の枠です。 

④ 猪股会員が検査入院、伊澤会員が入院されていま 

す。 

⑤ 配布物の案内 モントリオール国際大会の案内、 

地区年次報告、ロータリーの友 

⑥ 回覧物の案内 R 財団ニュース、バギオ便り 

 

◎次年度会務報告     次年度副会長 大松誠二 

第５回被選理事会（2/22 開催）の報告 

第１号議案 

・ R.I のテーマ「地域を育み、大陸をつなぐ」 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                                          

 

 

        

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

  

                       

     

          

 

                

             

          
            
 
 
 
 
 
    

     

 
 

 
 
 
 

 

 

             
 

  

    
      

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 
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会長 伊藤 英也   幹事 宮本 誠  
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 



・ 第 2750 地区の重点目標――①クラブ中心で地区は

クラブを支援する。②地区組織の簡素化 

・ 次年度クラブ会長テーマ「地域の力となり、その輪 

を広げよう」に決まりました。 

第２号議案 

 海野・三田会員にお願いしております奉仕プロジェ

クト企画会議のまとめを、次回被選理事会で審議し

ます。 

第３号議案 

 次年度活動計画書策定の予定を審議・決定しました。 

第４号議案 

 2010-2011 年度予定表の審議を行い、定款休会・休

日休会および行事等の予定を決定しました。 

その他の事項 

 本日 18:00 からクラブ運営連絡会議を開きます。各

委員長さんは参加をお願いします。 

 3/10（水）17:00 より被選理事会を開催します。 

 
【 委員会報告 】 

◎出席報告     出席奨励委員会 遠藤二郎 

  会員総数              ３６名 
  出席義務者数            ３１名 
  出席者数     出席義務者    ２０名 
           出席義務免除者   ３名                                                      

           事前ＭＵ      ０名  
  出席率             ６７．６５％ 
 

第 912回例会（2/17）訂正出席率８０．００％  
 

◎ニコニコＢＯＸ ＳＡＡ・親睦委員会 

                 柴崎 信洋 

 岡部 全佑様 プロアマチャリティーゴルフ大会 

のホストクラブをお引き受けい 

ただき有難うございます。 

 原島小賀子様 確定申告に来ましたので是非 

        おじゃましたく、伺いました。 

        遅くなってすみません。 

 伊藤 英也  伊藤静子様ようこそいらっしゃい 

ました。 

 伊藤 英也  多摩ゴルフ会会長岡部全佑様 

        卓話宜しくお願い致します。 

 足立潤三郎  岡部プロ本日はご苦労様です。 

        卓話宜しくお願いします。 

 大松 誠二  岡部プロの卓話、楽しみにしてい 

ます。 

  萩生田政由  岡部プロ本日の卓話、宜しくお願

い致します。 

  岩野 京子  お客様の伊藤さん ようこそ！ 

  齋藤 誠壽  岡部様卓話宜しくお願い致します。 

  関岡 俊二  岡部さんようこそ。 

  澄川  昇  女性のお祭りですね。みなさん 

         おきれいですね。 

岡部さんようこそ。 

  津守 弘範  気候の変動でついて行くのが大変

ですね。 

  海野 榮一  ずいぶんと春めいてまいりました

ね！ 

 本日の合計￥１４，０００（累計￥７０４,３１０） 

 

☆プログラム委員会   委員長 海野 榮一 

 ・3/17 の親睦例会のご案内 

浅草散歩に皆さん、ご一緒しましょう。昼食にはどぜ

うを食べて、雷門から浅草寺を見物、寄席見学と洒落

ます。貸し切りバスなので大勢の参加をお待ちします。 

 

◎卓話者紹介        ゴルフ部 萩生田政由 

昭和２０年１１月１６日生まれ６４歳 青梅市出身  

桐朋学園高校出身 26-38 歳 ゴルフツアー参戦 日

本プロゴルフ協会・PGA ツアージャパンにてトーナメ

ントディレクター・競技委員長を歴任。多摩プロゴル

フ協会長をなさっています。 

 

◎ 卓話 「ゴルフはままならない」 

  副題：プロアマチャリティーゴルフによせて 

岡部 全佑 多摩ゴルフ会 会長 

昔のチャリティーゴルフではプロゴルファーはお金を

もらって参加していた。

それではおかしい、何

かお手伝いできないか

と思って、ロータリー

クラブに相談をした。

それで理解をいただき、

２４年間で多摩の６市

の福祉施設に６６００

万円の寄付をすること

ができた。第２５回大

会を多摩グリーン RC にホストクラブをお願いしてい

ますが、是非盛り上げて成功させましょう。ご協力を

おねがいします。 

私の学校時代は喧嘩ばかりしていて、青梅線の番長と

言われた。ゴルフに出会ってそのお陰で私の人生も変

わり救われた。 

今までの私のゴルフでは、200回の試合で 10 回位しか

満足できなかった。それだけゴルフというのはままな

らないというのがやっと分かってきた。どんなにいい

ショットをしてもなかなか結果につながらない。トー

ナメントディレクターとしてコースのセッティングに

苦労した。いわばいじわるなレイアウトをいつも考え

ていた。それだけに若い人にはどんな時も冷静な判断

をしてもらいたい。丸山選手を育て世界に送り出した。

最近のコースは易しすぎるのでは？石川・宮里選手に

は頑張ってもらいたい。精神的に強く自分の力を出し

切って欲しい。ゴルフプレーの過程を皆さんも楽しん

でください。 

（この後質疑応答で、バンカーからの打ち方、グリッ

プの握り方、パターの打ち方について解説がありまし

た。皆さん、参考になりましたね！） 

 

◎お礼と点鐘        会長 伊藤 英也 

◎入院中の萩生田茂夫会員、伊澤ケイ子会員はそれぞ

れお元気で近日中に退院されると思います。ご安心く

ださい。 

                （今週の担当 大松 誠二） 


