
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                               
 
 
◎司会        ＳＡＡ・親睦委員会 大松 誠二 

                             

 

◎点鐘              会長 宮村  宏 

                                            

◎国歌「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 吉沢 洋景 

 

◎お客様紹介           会長 宮村  宏 

 

東京調布むらさきＲＣ     会長 後藤 秀文様 

   〃              小山 宇一様 

東京多摩ＲＣ            志村 光明様 

岡山西南ＲＣ            椎原 裕二様 

交換留学生      ジェシカ ヴィッヒマンさん  

 

◎会務報告            会長 宮村  宏 

第4回理事会を事務局にて行います 

交換留学生のジェシカさんが本日初登校でした 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎幹事報告            幹事  菊池  敏 

（１） 来週９月８日に20周年事業の件の協議会を行いま

す 

（２） 事務局のエアコンは当ホテル副支配人の杉山会員

の特別な計らいで、無料で新品に交換していただ

けることになりました。今秋の金曜日に工事とな

ります。この時、事務局との連絡がスムーズに行

かない場合も考えられますのでよろしくご了承願

います。 

 

 

 

 

 

◎東京調布むらさきＲＣ創立２０周年記念式典のご案内 

              

会長 後藤 秀文様 

 

 

宮村会長とはいつも仲良

くお付き合いさせて頂い

ております。 

             

 

 

             実行委員会 小山 宇一様 

 

東京調布むらさきＲＣ創立２０周年記念式典の事業内容

が決まりホッとしております。 

平成２２年１１月２５日京王プラザホテル新宿にて開催

です、当日は式典と櫻井よしこさんの講演を予定しており

ます国内外の情勢を語って頂けると思います 

是非多くの方にご出席をお願いしたいと思います。 

- 

【 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              ３８名 

  出席義務者数            ３２名 
  出席者数     出席義務者    ２７名 
           出席義務免除者   ５名                                                      

           事前ＭＵ      ０名  
           計        ３２名 
出席率   32/37   =   ８６．４９％ 

 
第934回例会（8/8）訂正出席率 ７８．３８％  
 

◎ニコニコＢＯＸ ＳＡＡ・親睦委員会  岩野 京子 

  

 東京調布むらさきRC会長幹事様  

本日、創立２０周年記念式典の 

        ご案内に参りました。宜しく 
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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                

 



 

         

お願いいたします。 

 宮村  宏  お客様ようこそ。 杉山さんイニシ 

  エーションスピーチ楽しみです。 

 菊池  敏  お客様ようこそ。 

 足立潤三郎  調布むらさき 会長後藤様、小山様 

        ようこそ。 

        多摩ＲＣの志村様ようこそ。 

 遠藤 二郎  調布むらさきＲＣ 会長後藤様 

        小山様、多摩ＲＣ 志村様ようこそ。   

  萩生田政由  お客様ようこそ！ 

         杉山紀彦さん卓話楽しみにしていま 

         す。 

  伊藤 英也  お客様ようこそ。杉山さんイニシエ 

         ションスピーチ楽しみです。 

  伊藤 静子  毎日あつい。早く秋が来ないでしょう 

         か。 

岩本 光雄  杉山さんイニシエーションスピーチ 

         楽しみにしています。充分個人情報 

         を開示して下さい。 

  小泉  博  お客様ようこそ！！ 

  三田みよ子  暑～い。杉山さんイニシエーション 

         スピーチ楽しみです。 

  中谷 綋子  杉山さんイニシエーション楽しみ 

         です。 

  齋藤 誠壽  杉山様 卓話楽しみです。 

   関岡 俊二  杉山さんイニシエーションスピーチ 

                  宜しくお願いします。 

  津守 弘範  杉山さんイニシエーションスピーチ 

         楽しみにしております。 

         
 
 本日の合計￥２２，０００（累計￥２０２，１０３ ） 

 

◎その他の委員会 

 ☆創立２０周年記念事業      

実行副委員長 遠藤 二郎 

創立２０周年記念事業の段取り

が出来ております、お手元に配

布した組織表が前回と変わって

おりますので再度ご確認お願い

いたします。組織表裏のスケジ

ュールをこれより実施して行き

ますので、各委員会で実施計画

を立てて頂いております、来週

の例会後、クラブ協議会で当日

の担当を発表して頂き、担当ご

とに打ち合わせして頂きたいと思います。 

 

☆創立２０周年記念事業テニス担当委員長 足立潤三郎 

昨日までに落合中学校、多摩TVなどすべての関係機関と

の打ち合わせが終わりプログラム作成が完了しました。 

 

 

来週にはお配りできると思い

ます。 

本日２４日の障がい者テニス

教室の日の出欠表を回覧しま

すので出席して頂きたくお願

いいたします。 

 

☆前年度理事会報告       

 前年度会長 伊藤 英也 

前年度の決算報告書が出ましたので理事会を開催し監査

の承認をいただきましたので承認いたしました、来週には

配布できると思います。 

 

☆プロアマチャリティーゴルフ     

                 会計 伊澤ケイ子 

６月１４日のプロアマチャリティの決算書が来ておりま

す、当クラブ参加者の補助を致しましたが辞退された方が

８名いましたのでそれを抜いた39名分39万円会より支出

いたしました、回覧いたしますのでご確認ください 

 

◎卓話者紹介     プログラム委員長 関岡 俊二 

それではこれから今期新会員二人目のイニシエーション

スピーチ、こないだも同じ杉山さんという方のイニシエー

ションスピーチでしたが今回は二人目の杉山さんです。杉

山さんは京王プラザホテル多摩の副総支配人です。この７

月から小林さんの後を継いで入っていただきました。それ

ではスピーチよろしくお願いたします。 

＊イニシエーションスピーチ     杉山 紀彦会員 

京王プラザホテルの杉山と申します 事務局のエアコン

を長らくご不便をおかけして失礼しております、この金曜

日にようやく工事に入り交換いたします。 

来週からは快適な環境で過ごして頂けると思います 

現在の住まいは板橋区で、ここまで都営三田線と京主新線

を乗り継いで一時間半かけて通勤しております勤務は株

式会社京王プラザホテル多摩事業部、役職は副総支配人で

す。 

これまでロータリーには、総支配人という立場のものとし

て参加させていただいておりましたが今期は総支配人は

八王子のホテルと多摩との兼務となりまして八王子にも

入らなければなりませんので、役不足ではありますが次席

の私が入会させていただきましたのでよろしくお願い致

します。 

出身神奈川県足柄上群山北町という静岡県境の町で面積

は横浜市についで2番目ですが人口は現在l万人足らずの

町です。父は富士フィルムの足柄工場の中にある研究所で

フィルムの研究員でした。 

近くに酒匂川という川がありまして、近所の子供は皆この

川で泳ぎを覚えました。浅瀬では足にまとわりつくくらい

ハヤ、ウグイがいました。そこで私なんかは支流にいきま

して手作りのモリでヤマメを突いたりなんかしてました



ので、とうとう釣りは覚えることをしませんでした。 

 

中学の成績もそこそこで、剣道部にはいって戦績もほどほ

ど、ただ一度、町の神社の奉納試合で優勝したことがあり

ます。 

高校の時はバイクやテニスに夢中になり、当時硬式テニス

部は珍しく試合は地区予選無しで即県大会でした。大学時

代はテニスコーチのアル

バイトに精を出しており

ました。 

その後は、サービス業に従

事する結果となりました。

就職先にホテルを選んだ

のはおそらくホテルとい

うところは、お客様にあま

り頭をさげずに済む業種

だと思ってたんですね、黙

っていてもお客様が来てくださって比較的お客様と対等

に接することができるのではないかと思った訳ですが 

大間違いでした！ 

ホテルでのキャリアは 3 年間レストランのウェイターを

した後は、3年前多摩に配属になるまで23年間、宴会のセ

ールスをずっと続けておりました。バブルを経験いたしま

して、またそのはじけたことも経験しましたが一昨年のリ

ーマンショックはホテル業界でも、バブル崩壊とは比較に

ならないスピードと規模で売上減少となりました。 

新宿時代の営業の担当は最初は三多摩の学校を担当しま

して、この時にこの多摩市あたりの土地勘も若干植えつけ

ることができました。そのあとは新宿区、渋谷区を担当い

たしましたので多摩に配属になってからは徐々に昔の記

憶をたどって営業車を運転しておりした。ホテル利用目的

は景気が悪くなると真っ先にひきしめられる経費である

ところの観光、交通、交際というものがありまして、３Ｋ

ともいわれるようですが現在は非常に収支がきびしいと

ころで、多摩は一事業部ですが単体では利益がでておりま

せん。ということで施設面、サービス面では皆さまにご不

便をおかげしております。 

営業が長かったのでいろいろな人とお知り合いになれた

ことが財産でした。お客さまで言いますと、やはりオーナ

ー企業の社長様との関係構築が一番むずかしく、ただし一

方では一番楽しくやっていた記憶があります。やはり皆さ

んきびしいですが、それぞれに魅力あふれる人物が多くて

食らい付いていくと何かしらの返礼がありました。それに

対してたとえば企業の担当者は異動がありますから深い

関係になることは比較的少ないですが数年してその方が

ご出世して再会できますと親しかった方は我がことのよ

うにうれしく思ったことも何度かありました。 

48 歳で結婚しましたので社内でも記録ではないかと思い

ます。お互い年も年でしたので披露宴というようなものは 

到底恥ずかしくてやめようということになりまして、当人

同士だけで飯田橋の東京大神宮という神社で式だけあげ

ました。 

私は全くそれまで知らない神社さんで家内が見つけてき

まして縁結びのご利益がたいそうある神社さんだそうで

「東京のお伊勢さん」と呼ばれています。 

いまではメディアによく登場しますので独身女性に大層

人気の神社さんですね、それ以来初詣に必ず行くようにし

ているんですが年々参拝者が増えています。年々混んで、

きましたので年々一日づつあとにずらしてお参りしてま

すが今年は確か 5 日に行ったと思いますが大行列でびっ

くりしてそのまま帰ってきました。 

かなり特殊な神社さんです。ほとんど若い女性ばかりで、

カップルが少し混ざっていますが男性の参拝者の極端に

少ないところです。 

いつかは本宮伊勢神宮へ行ってみたいのですが、いまだ 

かなわずです。 

休みがとれそうになると、ついつい京都に行ってしまいま

して最近ではレンタサイクルを借りまして街中をゆっく

りうろうろすることにしています。レンタカーとかタクシ

ーですと見過ごしてしまう小さな発見がありますので家

内もこれが気に入っていまして涼しくなったらまた行き

たいものです。 

今後ともどうぞよろしくお引き回しをお願いします。貴重

な時間ありがとうございました。 
 

 

 

◎お礼と点鐘          会長 宮村  宏  

  （今週の担当：柴崎 信洋 ） 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


