
 

                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                         
 

◎司会     ＳＡＡ・親睦委員会  足立潤三郎 

                             
 

◎点鐘             会長 伊藤 英也 

 

 

 

                                               

◎国歌斉唱｢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 菊池  敏 

 

 

◎お客様紹介          会長 伊藤 英也 

  

 東京府中ＲＣ    ガバナー補佐 齋藤 茂一様 

   〃       グループ幹事 池田征士郎様 

 東京多摩ＲＣ      特別代表 由井 重光様 

 東京武蔵府中ＲＣ  Ｒ財団委員長 福井 衛 様 

 東京麻布ＲＣ  地区増強副委員長 清原 元輔様 

 東京東村山ＲＣ          野村 高章様 

 元会員              杉野志保子様 

 ご夫人              遠藤 秀子様 

    〃                         萩生田よし子様 

  〃               宮本 朱美様 

  〃               村上 郁子様 

  〃               関岡 良子様 

  〃               杉田 久子様 

  〃               吉沢都貴子様 

 

◎会務報告           会長 伊藤 英也 

特にございません。 

 

◎幹事報告           幹事  宮本  誠 

国際 RC に 2010 年の規定審議会採択案の賛否回答を 8

月 20 日までにしなければなりません。次年度役員はそ

の処理をお願い致します。主な点は以下の通りです。 

・Ｅクラブができたこと。 

・当クラブで出した出席免除会員資格についての提案

内容のうち「６５歳以上」の部分が採択されたこと。 

・ 出席免除会員を含む出席率計算の方法が定款上明 

 

 

 

記されたこと。 

・直前会長を役員にすること。 

・性的志向によって差別してはならないこと。 

・RI 障害者への制度を整えるべきであるとの決議。 

 

◎次年度会長報告    会長エレクト 宮村  宏 

事務局にて第２回被選理事会を行った。 

第１号議案：クラブ活動計画書の承認（７/7 配布） 

第２ 〃 ：クラブ組織、IT 委員長の補充について、 

      小泉会員に委員長に就任して頂きます。 

第３ 〃 ：第１回例会は、会長・幹事の方針、及び 

             委員会の方針発表。 

      第 2 回 〃は、委員会の方針発表。 

      第 3 回 〃は、 〃 

      第 4 回 〃は、ガバナー補佐の訪問があ

ります。 

第 4号議案：交換留学生がドイツから来日します。 

      最初のホストファミリーは菊池会員。 

      その後の引継ぎ者を２～３人募集して 

      います。 

以上ご協力宜しくお願い致します。 

 

◎齋藤 茂一ガバナー補佐 

 

お忙しい最終例会に出席させ

て頂き申し訳ありません。 

ガバナー補佐を拝命した時は、

２年前の９月第 1 回の研修会

行われた時で、リーマンショッ

クで従来の雰囲気が変わって

しまい、大半のクラブから経済

問題の提議があり、それを第 1

課題とすることになりました。 

それに伴い、310 万円超の緊縮予算を組みスタートし

ました。その結果、250 万円の支出で終えることがで

き、対前年度６８％のマイナスでこの年度を終えまし

た。見直し、節約を行い苦情やお叱りを受けましたが、

目標を達成することができました。 

市川研修リーダーからは時節に適った措置と、お褒め

のことばを頂きました。 

貴 RC 様には困難な状況にもかかわらず、青少年交換の

受入れを決断して頂き有難うございます。 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                                          

 

 

        

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

  

                       

     

          

 

                

             

          
            
 
 
 
 
 
    

     

 
 

 
 
 
 

 

 

             
 

  

    
      

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
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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 



会長、幹事をはじめ貴クラブの皆様のご支援に感謝い 

たします。また、ポリオ撲滅チャリティーゴルフ、プ

ロアマチャリティーゴルフと皆様のご努力により素晴

らしい奉仕をされたと思います。第２回目の多摩東グ

ループのコンペも行いましたが、萩生田会員が先程の

２コンペも含めて、全部べスグロ。噂には聞いていま

したが萩生田さん恐るべしと今年度の一番の印象であ

りました。機会があればラウンドレッスンを望みます。

1年間本当にお世話になり有難うございました。 

貴クラブの益々のご発展と会員の皆様、ご家族皆様の

ご健勝をご祈念申上げ挨拶と致します。 

 

◎池田征士郎グループ幹事ご挨拶 

 

皆様こんばんは。 

グループ幹事が皆様の前で話す機会は中々ありません。 

グループの報告については、今ガバナー補佐が申上げ

たとおりです 

私が申上げたいことは、会長、幹事に 1 年間お疲れ様

でしたということと、感謝を申し上げたいの２点です。 

私は入会２年にも満たない時にグループ幹事にという

ことでガバナー補佐から話があり、このグループに何

クラブあるかも知らないまま、また幹事は何をやるの

か分からないままお受けしました。 

拙い所が沢山あり、６回にわたるグループ協議会を進

行させて頂いたのですが、皆様の協力を頂きながら何

とか乗り切ることができました。 

特に印象深いのは、伊藤会長のお人柄がグループの雰

囲気に多大な影響を与えたことです。 

宮本幹事は、知識と経験を生かした色々な意見を出し

て頂き白熱した協議会となり上手く運ぶことができた

ことです。 

駄目駄目ロータリアンの私が何とか務められたのも会

長・幹事に助けて頂いたこと、クラブの皆さんが盛り

上げて頂いたことに尽きると思っています。 

本当に有難うございました。 

貴クラブの益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。 

 

◎福井 衛地区ロータリー財団委員長ご挨拶 

 

皆様こんばんは。お久しぶりです。 

私は今日は静かにさせていただこうと思っていたので

すが何かお話しするようにとのことなので一言。 

日頃は RC 財団に温かいご支援を賜り有難うございま

す。特に本年度は、昨年の秋ポリオ撲滅チャリティー

ゴルフで大変なご苦労をお掛けし、予想を超える参加

者でご支援を頂き有難うございました。 

来年度も何らかの形で地区としても支援をして行きた

いと思っていますので貴クラブにもご協力をお願い致

します。 

私は、次年度も引続き地区の RC委員長ということで４

年目に入るわけですが貴クラブ様にも変わらぬご理解

とご支援を賜りますようお願い致します。 

会員の皆様の益々のご発展をご祈念致しご挨拶とさせ

て頂きます。今日はどうも有難うございました。 

 

◎清原 元輔地区増強副委員長ご挨拶 

 

皆様こんばんは。 

今回初めて貴クラブを訪問することができて嬉しく思

っております。 

理由は二つあります。私は、赤尾さんの下で会員増強

を続けてまいりました。貴クラブが熱心に会員増強を

行っておられること、素晴らしい入会パンフレットを

作成され会員増強に大変貢献されていることです。 

地区でも評判になっております。 

今日ここに参りましたのは、会員増強のお礼と次年度

のポリオプラス委員会の委員長を仰せつかりました。

色々資料を観まして今年度大変貢献して頂いた遠藤様

にこの委員会の副委員長就任をお願いしました。 

実質の委員長は今日までの実績から観て遠藤様だと認

識しております。 

次年度もこのチャリティーゴルフを成功させたい。 

貴クラブも遠藤様にご協力をして頂き多大なご寄付を

頂けますよう宜しくお願い致します。 

有難うございました。 

 
【 委員会報告 】 

◎出席報告      出席奨励委員会 

                杉田  誠  

 

  会員総数              ３７名 
  出席義務者数            ３２名 
  出席者数     出席義務者    ２６名 
           出席義務免除者   ４名                                                      

           事前ＭＵ      ０名  
           計        ３０名 
出席率  30/36      =  ８３．３３％ 

 
第 926回例会（6/9）訂正出席率 ８６．１１％  
 
◎ニコニコＢＯＸ    ＳＡＡ・親睦委員会 

                 津守 弘範 

 

由井 重光様 誕生日祝い有難う。 

 齋藤 茂一様 １年間お世話になり有難うござい 

        ました。 

 池田征士郎様 一年間多摩東グループの運営に 

        ご協力いただき有難うございま 

        した。貴クラブの益々のご発展 

        を祈念しております。 

 清原 元輔様 本日はお世話になります。赤尾様 

        遠藤副委員長への表敬 宜しく 

        お願いいたします。 

 野村 高明様 伊藤会長・宮本幹事１年間ご苦労 

         様でした。今晩のお酒は格別かと 

思います。 

  杉野志保子様 会長・幹事・委員の皆様お疲れさ   

         までした。   

伊藤 英也  会員の皆様一年間本当に有難うご 

        ざいました。由井特別代表ようこ 

 

        



 そおいでいただきました。 

伊藤 英也  齋藤ガバナー補佐、池田グループ 

        幹事、福井地区ロータリー財団委 

           員長 清原地区増強副委員長ご指  

        導有難うございました。 

宮本  誠  終わりましたねー。 

        皆さん御協力有難うございました。 

阿部 華歌  伊藤会長、宮本幹事お疲れさまで      

        した。 

足立潤三郎  お客様ようこそ。 

        伊藤会長、宮本幹事、役員理事の 

皆様１年間ご苦労様でした。 

  赤尾 恭雄  伊藤会長、宮本幹事 本年度はご 

苦労様でした。次年度役員、理事 

の皆さん次年度はクラブ創立 20 

 周年大いに総力を発揮して下さ 

い。     

大松 誠二  本年度役員理事の皆さんご苦労さ 

        んでした。次年度役員もがんばれ。 

 遠藤 二郎  お客様ようこそ。 福井委員長 

        清原委員長 特別代表ようこそい 

        らっしゃいました。 

 萩生田政由  伊藤会長 宮本幹事一年間お疲れ 

        さまでした。  

 猪股 末男  今日は最終例会なので。 

 岩野 京子  伊藤会長 宮本幹事いよいよ最後 

        の例会になりましたね。ほんとう 

        にお疲れ様でした。 

 伊澤ケイ子  伊藤会長、宮本幹事１年間御苦労 

        さまでした。 

 片山 哲也  最終例会、次年度も宜しくお願い 

        します。 

  菊池  敏  伊藤会長、宮本幹事ご苦労様で 

          した。来年も宜しくお願いします。 

   小泉  博  お客様ようこそ。皆さん１年間 

          お疲れさま。次年度もよろしく 

          お願いします。 

   小泉  博  会報委員の皆様お疲れ様でした。 

          山田さん１年間の締めです。 

          宜しくお願いします。 

   小坂 一郎  最終例会を祝して御苦労様でし 

        た。 

  宮村  宏  伊藤会長 宮本幹事役員の皆様 

        １年間御苦労さまでした。 

  村上  久  伊藤会長、宮本幹事一年間御苦労 

        様でした。  

  中谷 綋子  １年間お世話になりました。 

  齋藤 誠壽  伊藤会長 宮本幹事一年間お疲 

        れさまでした。 

  関岡 俊二  伊藤会長 宮本幹事一年間ごく 

         ろう様でした。明日からゆっく 

         りお休み下さい。 

 澄川  昇  伊藤会長 宮本幹事一年間おつ 

         かれさまです。 

 

  津守 弘範  伊藤会長、宮本幹事一年大変 

         御苦労さまでした。 

  海野 榮一  伊藤会長、宮本幹事、役員・理 

         事の皆様も一年間お疲れ様でし 

         た。 

  山田  勍  現役員の皆様、御苦労様でした。 

         次年度良役員の皆様、宜しく 

         お願い致します。 

  吉沢 洋景  今年度無事終了 おめでとうご 

         ざいます。 

  三田みよ子  役員の方おつかれさまでした。 

 伊藤 静子  伊藤会長、宮本幹事一年間 

         お疲れ様でした。 

        

本日の合計￥８２,０００（累計￥１,０４０，８５４） 

  

【 表彰 】 

 

◎年間１００％出席表彰     出席奨励委員会 

                   大松 誠二 

 

足立潤三郎会員 赤尾 恭雄会員 大松 誠二会員 

遠藤 二郎会員 伊藤 英也会員 菊池  敏会員 

宮本  誠会員 宮村  宏会員 村上  久会員 

大石 哲司会員 澄川  昇会員 海野 榮一会員   

 

◎伊藤会長賞及び感謝状贈呈   会長 伊藤 英也 

 

会員増強賞 

阿部 華歌会員  猪股 末男会員 

伊澤ケイ子会員  岩野 京子会員 

中谷 綋子会員  村上  久会員 

 

ロタキッドクラブ支援 

関岡 俊二会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【 退任式 】 

 

◎退任理事役員紹介       会長 伊藤 英也 

伊藤会長より紹介 

副会長     菊池  敏 

会長エレクト    宮村  宏 

幹事      宮本  誠 

会計      岩野 京子 

ＳＡＡ     足立潤三郎 

理事      伊澤ケイ子 

理事      阿部 華歌 

役員の皆様１年間どうもご苦労さまでした。 

 

◎会長・幹事に感謝状贈呈  

次年度会長 宮村 宏 

１年間ご苦労さまでした。 

 

 

◎会長退任挨拶         会長 伊藤 英也 

本日、無事最終例会を終えることができました。 

いたらない会長でしたが、皆様の温かい心使いで今日

まで務めることができました。 

また、特に宮本幹事のサポートを感謝しております。 

菊池副会長をはじめ皆様にご協力をして頂き有難うご

ざいました。 

今年度は楽しい例会をと考えておりましたので、SAA 

足立委員長、プログラム委員会海野委員長には大変お

骨折りを頂きました。 

富士見 RC 夜例会訪問、ロタキッド合宿、屋形船、 

救命認定証講習会、障害者テニス、吉澤先生ご夫妻の

協力でボーリング大会を楽しみました。又、関岡会員

の協力で座禅会、どじょうを食べて落語会を聞こう、 

飛騨高山の親睦例会は楽しくできました。 

大変盛り沢山の企画を行うことができ、ご協力に感謝

しております。 

残念ながら、諸事情により退会者が４名おります。し

かしながら皆様のご協力で６名の方に入会頂きました。 

増強問題は、今後も最優先の課題として考えていかね

ばならない難問の一つです。ご協力をお願いします。

次年度は２０周年記念すべき年です。 

宮村エレクトを会員全員で支援し、何としてでも成功

させたいと思っています。 

この会の益々のご発展をご祈念し挨拶といたします。 

有難うございました。 

 

◎幹事退任挨拶         幹事 宮本  誠 

会長もお話されましたが今年は大変忙しい年でしたね。 

色々なことを企画しましたが、秋のガバナー訪問を挟

んだ１ケ月位の間にポリオ、AED 講習、障害者テニス

等実行できました。皆様のご協力に感謝致します。 

会長が４名の退会者・６名の入会者の件お話されまし

たが、出入りが激しくて大変でした。当会始まって以

来です。４名の退会も健康上の理由等色々事情があり、 

会に問題があったわけではありません。でも６名の入

会があったことは凄いことです。 

次年度も早々入会して頂く方がおられます。 

 

プログラムはプラスミーティングということで、年間

テーマを決めて約２時間の卓話をやったわけです。 

年間テーマは環境ということで地球の一生を人間の一

生に例えるとどうなるか等、環境問題を仏教的視点で

観るお話とか、ハイライトは南極の数万年前の氷で水

割りを飲んだことです。炉辺例会も沢山やったことも

あり、昨年に比べるとニコニコも増えました。 

色々と忙しい年でしたが、来年度は青少年交換を受け

入れることが決まりました。７月末には大変良い子が

来てくれます。 

来年はまた違った達成感ある活動ができるのでは、と

思っています。来年は２０周年で大変ですが皆様、役

員の方を盛上げて頑張ってやりましょう。 

１年間ご協力有難うございました。 

 

 ◎点鐘            会長 伊藤 英也 

 

 

≪ 懇親会 ≫ 

 

◎乾杯          由井 重光 特別代表 

 

ご指名でありますので乾杯の音頭をとらさせて頂きま

す。 

今日は最終例会にお招きを頂き有難うございます。 

先程来より進行を拝見させ

て頂きましたが、私の記憶

では伊藤会長は今までに無

い優しく温厚な会長さんだ

と思いました。ご挨拶を聞

いてて涙が出ました。 

何か人柄に接した感じで嬉

しく思いました。 

この例会は素晴らしい。親

クラブではこういう雰囲気ではできませんでした。 

会長さんは、言葉は少ないけれど誠があるから形とし

て出てくるのだなと思っています。 

今年度は地域に対する素晴らしい活動、世界に対する

ポリオを含めた活動で、わざわざ委員長さんがお礼に

来られたことは地区で初めてではないでしょうか。 

このような素晴らしい活動ができたことは、会長さん

の人徳でしょう。 

皆様のクラブが１９年経っても RC らしさを失わず素

晴らしい運営ができていることを嬉しく思いました。 

今日は最終例会です。１年間の皆様のご苦労を労い、

来年は２０周年に向けて力を合わせて頑張ってほしい。 

１００％出席者も沢山いらっしゃいます 

RC には沢山の行事がありますが、振り返ってみると 

親クラブも 20 周年の時が元気もあり会員も素晴らし

い事業をやったりで、一番良かったと思っています。 

皆様も２０周年の素晴らしい体験をして頂きたい。 

皆様のご健勝と当クラブ 20 周年記念が立派にできま

すよう記念して乾杯を致しましょう。 

 

乾 杯！ 



 

 

◎６月の誕生祝い      ＳＡＡ・親睦委員会 

 

  ♪♪ ｈａｐｐｙ ｂｉｒｔｈｄａｙ ♪♪ 
 

 

由井 重光特別代表(８５歳のお誕生日でした！)  

齋藤 誠壽会員  杉田 久子様 

 

      おめでとうございます！！ 

スペシャルバースデーケーキです！ 

 

 

◎次年度役員紹介・閉会挨拶 

 

             次年度会長 宮村  宏 

次年度役員の紹介を致します。 

    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 

 

次年度はこのスタッフでスタートします。 

今年度のスタッフの皆様のようにできるかどうか心配

です。今年度は、宮本幹事が大変な人で色々企画を行

い実施されましたが、我々は２０周年行事の一環で 

会員増強による 40 名突破を目指したい。7月 7日には 

２人の入会者があります。また、車椅子金メダリスト

の国枝慎吾、斉田悟司さんをお呼びしようと思ってい

ます。 

 

 

さらにロタキッドも今までの成果をアピールしていき 

たい。皆様ご協力よろしくお願い致します。 

閉会のあいさつ      次年度会長 宮村  宏 

来年はこのクラブがさらに盛大になるようがんばりま

す。 

皆様よろしくお願い致します。 

 

 

手に手つないで  : ソングリーダー 吉沢 洋景 

 

 

           （今週の担当 山田  勍 ） 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


