
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                               
 
 
◎司会       ＳＡＡ・親睦委員会 荒瀧 義機  

                             

◎点鐘             副会長 大松 誠二 

                                            

◎ロータリーソング 「我らの生業」 

            ソングリーダー 吉沢 洋景 

 

◎お客様紹介          副会長 大松 誠二 

 

 東京多摩ＲＣ        会長 木村 尚昭 様 

   〃           幹事 朝倉 和雄 様 

 東京稲城ＲＣ        会長 吉川 正一 様 

  〃            幹事 宮田 智行 様 

 

◎会務報告           副会長 大松 誠二 

宮村会長はお身内の不幸により本日欠席されております

ので代役させていただきます。 

１、７月１３日に調布クレストンホテルにて第３回グルー 

  プ協議会に会長、幹事、事務局が出席しました。 

  会議の内容については、菊池幹事から発表致します。 

２、第２７５０地区辰野ガバナーより地区役員委嘱状が 

    届いています。ポリオプラス委員会副委員長に任命 

  されました。当クラブの遠藤二郎会員にお願いをして 

  いるところです。 

  遠藤会員宜しくお願いします。 

 

◎幹事報告            幹事  菊池  敏 

１、杉山紀彦京王プラザホテル多摩副総支配人の入会手続 

  きの告知期間が１週間を過ぎ異議申立てがありませ

んでしたので、来週の例会時に入会式の予定です。 

 ２、グループ協議会にてガバナー補佐より提案が示され 

   交換留学生受入れについて、今年度から地区からの６ 

 ０万円と東グループからも６０万円の補助金が頂け

ることになりました。周囲のこうしたご好意が整った

ところで当クラブとしては一刻も早く受入れ準備を

整えるのが急務です。全会員の皆様に賛同頂きご協力

して下さることが来日留学生に対する礼儀なのでは

ないかと思います。 

   どうぞ宜しくお願い致します。 

３、先週お願いした上半期の会費の納入を未だお済みでな 

 

 

 

 

い方は７月末までに納入して下さい。 

◎お客様ご挨拶         

 東京多摩ロータリークラブ  会長 木村 尚昭 様 

 

皆さんこんにちは。 

貴クラブは兄弟クラブ以上の付

合いがある感じがして、自分の

故郷に帰ってきた気持で今日は

訪問させて頂きました。先日、

稲城ＲＣの吉川会長と同席の際、

稲城はそろそろ梨のシーズンに

なるので多摩グリーンＲＣを誘

って獲りに来て下さいと言われ

ました。心温まる思いでありました。貴クラブとの合同例

会を申込んでいますが予算の関係で実行できるかどうか

不安に思っています。 

一つ良いことは、ＲＣは組織で手を繋ぎ、考え方も一丸と

なって良い知恵を出し合ってやっていくことに意味があ

るのだなあと思っています。 

社会が低迷している中でクラブの順番？を調べてみたら、

我がＲＣが最下位でした。恥ずかしいというよりも誇りに

思いました。私は、競馬が好きで、見ていると中には良い

騎手がいて最後尾につけていて最後にいっきに他馬を抜

き去り一番でゴールする。その感動が今でも忘れられない。 

同様に今後は、頂点に立ちたい。 

今後も、ご指導、ご鞭撻の程宜しくお願い致します。 

 

東京多摩ロータリークラブ  幹事 朝倉 和雄 様 

皆さんこんにちは。 

木村会長は我クラブではほとんど喋りません。自分は２分

間喋るので残りの２８分間は私に喋れと言われ２８分喋

ったら、会長の自分が２分間しか喋らないのに幹事は喋り

すぎと叱られました。 

私は、幹事といっても入会３年目です。自信が無くて困り

ましたが、例会も２回目となると気分が良いものですね。 

木村会長と仲良くやっていきます。 

今後ともお付合い宜しくお願い致します。 

 

 東京稲城ロータリークラブ  会長 吉川 正一 様 

こんにちは。 

この度、会長をさせられました吉川です。 

今まで断り続けていたのですが、１５年も経つと逃げ切れ 

 

 

                                                                                                                                                         
    
 

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 宮村  宏   幹事 菊池 敏 会報・記録委員長 吉沢洋景 
副委員長 山田 勍  委員 荒瀧義機 片山哲也 小泉 博 宮本 誠 
              中谷綋子 小笠原悟 柴崎信洋 

                                                                                                                                                                   ２０１０．０７．１４． 第９３０回例会  No.２１－０２  ２０１０．０７．２１発行 

 

 

  
                                                                                                                          

 

 

        

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

  

    
      

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 
        ２０10～２０１1年度 

 

地域の力となり、その輪を広げよう                

 



なくて引受けました。 

私は、貴ＲＣ訪問は初めてです。

他のクラブというのは良いもの

ですね。本日参加させて頂いて

「我らの生業」に２番があると

は知りませんでした。 

我ＲＣは１番しか歌わないので

新しい発見をしました。 

稲城といえば梨です。ブランド

になっています。 

生産量は、稲城市議の川島さんがナンバーワンです。 

貴クラブも梨もぎでも企画されたら如何でしょうか。取り

たてを食べるのはみずみずしくて良いものです。 

貴クラブは今年２０周年。先日の我ＲＣ理事会で全員登録

で訪問しようと決議致しました。訪問を楽しみにしていま

す。心からお祝い申し上げます。 

私は、歴代の会長を観てまいり自分なりにこんな会長が良

いのかなという思いでしたが、実際やってみるととんでも

ないこともわかりました。何もできない状態です。 

だんだんずうずうしくなってくると思いますが、今後とも

宜しくお願い致します。 

 

 東京稲城ロータリークラブ  幹事 宮田 智行 様 

こんにちは。 

会長が今、立派な挨拶をされましたが、普段はこのような

挨拶をされる方ではありません。会長職というものが力を

与えてくれるのだと思います。 

先ほど、朝倉様が入会３年目と申されましたが、私もやっ

と４年が終わりましてのんびりしようと思ったら幹事と

いう大役を仰せつかりました。 

先日は、多摩ＲＣを訪問していろいろと学ぶことがありま

した。 

本日は、貴ＲＣに参りまして、何かと学んで帰りたいと思

っています。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

【 委員会報告 】 

◎出席報告         出席奨励委員会  

                委員長 宮本  誠 

 

会員総数              ３７名 
  出席義務者数            ３１名 
  出席者数     出席義務者    ２１名 
           出席義務免除者   ４名                                                      

           事前ＭＵ      ３名  
           計        ２８名 
出席率    28/35 =    ８０．００ ％  
 

◎ニコニコＢＯＸ ＳＡＡ・親睦委員会 

                    山田  勍 

 木村 尚昭様  今日は勉強に来ました。宜しく 

         お願い致します。 

 朝倉 和雄様  今日はおじゃまします。よろしく 

         お願いします。 

 吉川 正一様  初めて伺いました。よろしく 

         お願い申し上げます。 

 宮田 智行様  お招きいただき有難うございます。 

 赤尾 恭雄   多摩ロータリークラブ木村会長様 

         朝倉幹事様 稲城ロータリークラブ 

         吉川会長様 宮田幹事様 本年度の 

         ご活躍を祈念致します。 

 大松 誠二   多摩クラブ・稲城クラブの会長さん 

         幹事さん、いらっしゃいませ。 

         ごくろうさまです。 

 伊澤ケイ子   多摩ロータリー木村会長、朝倉幹事 

         稲城ロータリー吉川会長、宮田幹事 

         ようこそ。 

 菊池  敏   多摩クラブ会長、幹事 稲城クラブ 

         会長、幹事 いらっしゃいませ。 

 宮本  誠   伊藤さん、岩野さん、伊澤さん、中谷 

         さん、海野さん、萩生田さん先日の 

         ロタキッドのコンサート有難うござ   

         います。 

 中谷 綋子   お客様ようこそいらっしゃいました。 

 齋藤 誠壽   もうじき梅雨も明けますね。皆さま 

         健康で暑い夏を乗り切りましょう。 

 関岡 俊二   多摩ＲＣ、稲城ＲＣ 会長、幹事様 

         ようこそ。 

 澄川  昇   稲城、多摩、各クラブの会長、幹事 

         さんよろしく。 

 津守 弘範   多摩ロータリー会長幹事、稲城ロータ          

         リー 会長幹事さんようこそ。 

 海野 榮一   お客様ようこそいらっしゃいました。 

 山田  勍   来週から梅雨明けだそうです。暑くな 

         りました。身体に気を付けましょう。 

         お客様ようこそ。 

 

本日の合計￥２６，０００ （累計￥６５，０００ ） 

 

◎その他委員会 

 ☆せいせき多摩川花火 

              実行委員長 猪股 末男 

先日ｆａｘで連絡しました花火大会の招待のチケットを

協賛して頂いた方にお送りしてあると思いますが、チケッ

トが余っている方は事務局から回覧しますので提供して

頂ける枚数を記入して下さい。 

また、チケットを欲しい方は事務局にご連絡してください。 

 

 ☆ＳＡＡ・親睦委員会         杉田  誠 

せいせき多摩川花火大会の件に関し、閉会後２Ｆで親睦委

員会全員で打合せを行いますので各委員は出席して下さ

い。 

 ☆ゴルフ同好会｢スクラッチ会｣     

ゴルフ部長 菊池  敏 

前年度の伊藤会長、宮本幹事杯の取り切り戦を７月 

２８日に府中ＣＣで行います。参加者は回覧表に○印をつ

けて下さい。 

  ☆交換留学生カウンセラー他について   宮本会員 

交換留学生が８月から当ＲＣに来ます。最初のホストフ

ァミリーは菊池会員からスタートしますが、その後が確

定していません。何方か後継者をお願い致します。 

留学生の写真と翻訳された手紙が皆さんにお配りしてあ



りますので読んで頂きたい。なかなかしっかりした子で

す。人柄をご理解頂き、ご協力をお願いします。 

次にロタキッドですが、７月１１日にパルテノン多摩で

発表しました。メンバーも２３人に増えてかなり良いコ

ンサートができました。ご協力に感謝します。 
 

【 第２回クラブ協議会：各委員会活動計画発表 】 

進行 ：菊池  敏 

先週に引続き第２回になります。各委員は積極的に説明

して下さい。 

◎開会            副会長 大松 誠二 

 ＊プログラム委員会     委員長 関岡 俊二 

本年度は、ＲＩのテーマ｢地域を育み、大陸をつなぐ｣と

いう大きなテーマです。 
宮村会長のスローガンは｢地域の力となり、その輪を広げ

よう｣です。当委員会は、｢地域理解、地域を見直そう｣

を行っていこうと思っています。 
プログラムというのは大変です。年間に２３コマありま

す。このプログラムというのは例会の半分を占めます。 
その内容が魅力のあるものでなければなりません。 
増強に繋がるものでなくてはなりません。 
そこで、 
１、地域で活躍している在住知名人、知識人等を捜し卓話

を依頼する。 
２、クラブ会員の望む卓話内容を調査し、また卓話者を推  

    薦してもらい実施する。 
 ３、ＲＩ強調月間には地区委員会の協力を得て、月間目標 
   卓話を取り入れる。 
 ４、地元警察、消防、福祉、市役所他、各種団体に卓話 
   を要請する。 
  アンケートにご協力を頂き有難うございました。 
  地域理解がテーマですから南多摩地域全体を観て卓話 
  を推薦して頂きたい。予算は４０万円です。 
  新入会員には早い時期にイニシュエーションを行い会 
  員にとけこんでいただきたい。 
 ＊会員増強委員会      委員長 村上  久  

昨年に続き委員長を仰せつかりました。 
今年度は、各会員にお願いして一人でも多く入会を推薦 
して頂きたい。再入会もできます。昨日、東グループの 
増強委員会に出席してきました。会員激減という状況 
です。（日本で１２５千人➪９万人代） 
調布むらさきＲＣは８４名が一定している。理由を聞 
いたところ、｢辞めさせない｣ことだそうです・・・。 
多摩市は１４万人の人口に２ＲＣがあります。入会に 
苦労しています。皆さんの協力なくしては増強はできま 
せん。会長方針も４０名を目指しています。ご協力を 
お願いします。 
 ＊会報・記録委員会      委員長 吉沢 洋景 

皆さんは司会者から呼ばれたときは、元気よく返事をさ

れて出てこられます。気持ちの良いものです。 
ＲＣは、まず返事から入る。新会員は照れくさいかもし

れませんが、一言喋れば後は続きます。早く馴染んで下

さい。方針はは、活動計画書に記載の通り公式記録とし

て正確を期するということですが、スピーチ全部を載せ

るということではなく正しい記録をすることが大切です。

輪番制については、１名記録当番から外れていただき、

上がってきた原稿をチェックして頂くという方針です。 
さらに、例年通り会長、幹事にはスピーチの原稿を会報

当番にお渡し願いたいと思います。 
宜しくお願い致します。 
＊広報委員会          委員長 海野 榮一 

活動計画書の１７頁記載を参考願います。 
今年は、２０周年に係わる広報と通常の広報とを行いま

す。おそらく２０周年記念広報が中心となろうかと思い

ます。クラブのＨＰの役割として、宣伝と広報の一環と

して活用したい。ＨＰで皆様にお知らせする今後の行事

も前もってＵＰして頂くこととしたいと思っています。 
ＩＴ委員長にもご協力をして頂き連携を取った形で行う

ことと致します。 
 ＊ロータリー研修委員会    委員長 伊藤 英也  

活動計画書に記してある通りです。 
ＲＣの歴史と理念、社会奉仕の重要性、会員の啓蒙に努 
め認識を深めたいと思っています。２年以内の入会者に 
もセミナーを行って行きたいと考えています。   
 ＊募金活動委員会     委員長 澄川  昇 

募金の中には、ＲＩ財団、米山奨学金、災害等がありま

す。募金活動で皆さんにご協力をお願いすると思います

が、その時は嫌がらないで素直に募金に協力するようお

願い致します。気持ちで結構です。 
資金力のある会員は特に宜しくお願い致します。 
 ＊ロタキッド委員会    委員長 岩野 京子 

この委員会も資金活動で皆様にお願いをすることがあ

ると思います。ご協力をお願いします。先日、ロタキッド

が多摩の合唱祭に出席し

ました。 

出演毎に素晴らしいコー

ラスになってまいりまし

た。今後ともご支援の程宜

しくお願い致します。 
  

＊ Ｉ Ｔ 委 員 会       

委員長 小泉  博 

トピックスを掲載して、前委員長の意思を引き継ぎ実行

していきたいと思っています。 
ご協力を宜しくお願い致します。 
   

◎閉会             副会長 大松 誠二 

◎点鐘             副会長 大松 誠 

  （今週の担当： 山田  勍 ） 

梅雨が明けて本格的な真夏日到来。健康に十分気をつけて

この夏を乗り切りましょう。 

 

 


