
    

 

                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                           
 
 
 

 

 

 

東京多摩グリーンロータリー・クラブ  

第１０００回記念例会 
 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員会 足立潤三郎                            

◎点鐘              会長 小泉  博                                            

◎国家｢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 小泉  博 

 来賓 特別代表           由井 重光様 

    拡大補佐           篠塚 武雄様 

    東京多摩ＲＣ会長       高野 隆夫様 

       〃  幹事       一宮 龍之様 

    東京稲城ＲＣ会長       奈良部義彦様 

       〃   幹事       川島 保之様 

 会員家族               

杉田会員ご子息        杉田 勇 様 

    堤会員のお子様       じゅんぺい 君                      

◎会務報告            会長 小泉  博 

 本日例会前に第 18 回の理事会を行いましたが議決事項

として特に報告することはありません。 

◎幹事報告            幹事  荒瀧 義機 

 配布物 ：ロータリーの友、ガバナー月信 2 月号、

2012-2013年度クラブ組織一覧表（案）を配布しました。 

回覧 ：2012 年多摩青年会議所賀詞交歓会のお礼状、東

京六本木RCのポリオ撲滅広報イベント「END POLIO NOW」

の協力要請、東京蒲田RCのメールアドレスの変更案内。 

◎来賓ご挨拶 

 特別代表               由井 重光様 

 本日は活気溢れる例会に参加して嬉しく思います。創立

時は 33 名でスタート、会員が減少傾向の中で第 1000

回例会の本日 35 名とのこと、良いことだと思います。

1000回とは20年以上の年月、長かったことと思います。

これを節目として今日までを振

り返り、次の 2000 回に向けて頑

張って頂きたいと思います。私は

ロータリーに入会して様々な機

会に立ち会い、多くの方々と接し

て、本当に良かったと感じていま

す。お蔭で毎日楽しく仕事をして

楽しく生活を送っています。 

 

 

 

 

 

 

ロータリーに入ったればこそと思っています。どうぞ  

ロータリーを楽しくして、楽しい生活を送って下さい。 

ところで、このクラブで第1番目の会員は誰でしょう？ 

そう、菊池会員です。最初に名簿に名前が載ったのは菊

池会員です。私の歯科に治療に見えた菊池さんを勧誘し

たところ、口をあんぐり開けて素直に受けて頂きました。

本日はお招き頂きありがとうございました。 

2000回に向けて、ますますの発展を祈念いたします。 

 拡大補佐              篠塚 武雄様 

 私が多摩クラブの会長をしている時に皆様のクラブの

誕生にむけた活動を行っていました。そして石坂年度、

秋山ガバナーの至上命令でこのクラブは生まれたので

す。私はロータリーに40年間所属して、自分でやると

結果がでる、やらなければ結果はでないと、こうした感

じですが、楽しみながら活動してきました。 

話は変わりますが、先日、国立美術館で開催中のエイズ 

の展覧会に行ってきました。若い

人やエイズ患者の方も大勢来て

おり、大変明るく活動していまし

た。こうしたことにも関心を持っ

ていただければと思います。本日

は1000回例会、おめでとうござ

いました。 

東   

東京多摩ロータリー・クラブ会長   高野 隆夫様  

私は入会時、増強と拡大の違い

がわかりませんでした。20年以

上がたった今でもロータリーの

ことをわかっているとは思って

いません。ただ体の丈夫なうち

は皆様と活動していきたいと思

っています。本日はおめでとう

ございます。 

東京稲城ＲＣ会長                    奈良部義彦様 

稲城RCの1000回記念を調べまし

たら、来年、卒壽を迎える山本会

員が会長で 1993 年 8 月 16 日が

1000回記念でした。今の篠塚ガバ

ナー補佐がいらしゃっており、そ 

こでお会いしていたことが判り、

何かのご縁だと感じました。本日 

は、お招きありがとうございました。 

 

 
                                                                                                                                                                   
    
 

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 小泉 博  幹事 荒瀧義機    
会報・記録委員長 柴崎信洋  副委員長 大松誠二   
委員 片山哲也  菊池 敏  宮本 誠  海野榮一  山田 勍 

                                                                                                                                                                ２０１２．０２．０１． 第１０００回例会  No.２２－２８ ２０１２．０２．０８日発行 

 

 

  
                                                                                                                    

 

 

        

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

  

    
      

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 
        ２０１１～２０１２年度 

 

 

愛と笑いで創ろう友の和・広げよう奉仕の輪 
 



入会式 
 

≪ 堤 香苗 会員 ≫ 

会員増強委員長              村上  久 

 

＊新会員紹介       会員推薦者 荒瀧 義機会員 

 私の入会のきっかけは商工会議所の先輩からの紹介で

した。堤さんは同じ商工会議所で活躍しています。その

活動を見ていると多摩市の発展、ロータリーの発展に寄

与していただけると思いお誘いしました。本日の入会を

心からお祝い申し上げます。 

 

＊入会証書授与・バッジ貸与並びに歓迎の辞 

                 会長 小泉  博 

 記念すべき1000回例会での入会です。活動すれば素晴 

らしいクラブであると分かって頂けると思います。みん 

なで大歓迎しています。よろしくお願いします。 

 

＊会員証・バナー授与       幹事 荒瀧 義機 

 

＊四つのテスト、活動計画書、定款細則、ロータリーの 

手引き｢用語集｣授与  

ロータリー研修委員長宮村 宏  

   

＊所属委員会及びアドバイザー発表  会長 小泉 博          

・所属委員会 ：ＳＡＡ・親睦委員会 

 ・アドバイザー：伊藤英也会員および小坂一郎会員 

 

＊写真撮影    新会員・会長・幹事・アドバイザー 

＊新会員挨拶             堤 香苗会員 

 私のイメージでは、ロータリークラブは私のような小 

 さな所帯で事業を行っているものが入会するところで 

はないと思っていました。そのため無理に12月に例会 

を拝見させていただきました。雰囲気も良く、お話も 

濃く、自分にとってもプラスになる組織と感じました。 

そして記念すべき1000回例会での入会となりました。 

私共の会社も、本日2月1日が第13期、干支で1廻り 

です。このような時に入会とは単なる偶然ではなく、必 

然の縁だと思います。私は青年会議所で活動もして来ま 

した。ロータリーで何が出来るか、まだ判りませんが、 

小さく固まることなく活動して行きたいと思います。ま 

た、私どもの企業が東京都からワークライフバランスの 

認定企業として表彰を受けることになりました。私自身 

もまだ子供が小さく夜例会には必ずしも参加できると 

は限りませんが、仕事と生活を両立させながらロータリ 

ーの活動も頑張っていきたいと思います。 

 

◎1000回皆出席表彰   会長 小泉 博 

海野榮一 会員 

 

＊ 海野榮一会員挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  名誉あることと感じています。クラブのＨＰには仮例 

会を含む創立以来の会報が収録してあります。当時、会

報を担当していたのは橋口会員で由井先生と同じ歯医

者さんでした。由井先生は特別代表として指導に当られ、

ワープロもパソコンもない時代に、二人でそれこそ夜な

べする位にやっておられたのを懐かしく思い出します。

そうした頃からこれまで仲間にめぐまれ楽しく過ごさ

せていただき、その結果が本日の表彰になったと思いま

す。ありがとうございました。 

 

 

【 委員会報告 】 

◎出席報告       出席奨励委員会 宮村  宏 

会員総数              ３５名 
 出席義務者数            ２５名 
 出席者数     出席義務者    １８名 
          出席義務免除者   ８名 
          事前ＭＵ      ０名 

            計        ２６名 
出席率     26/32   =  ８１．２５％ 
第998回例会（1/18）訂正出席率 ７６．６７％ 
 
 

◎ニコニコＢＯＸ   ＳＡＡ・親睦委員会 杉山 真一 

 由井 重光様 1000回の例会をお祝いして。 

 篠塚 武雄様 1000会記念例会おめでとうございます。 

 高野 隆夫様 多摩グリーンＲＣ1000回例会おめでと 

うございます。 

 一宮 龍之様 1000 会記念例会おめでとうございます。 

稲城ＲＣ 様 1000回記念例会おめでとうございます。 

 小泉  博  記念すべき1000回です。お客様楽しん 

          で下さい。堤さん入会おめでとうございます。 

 荒瀧 義機  第1000回例会おめでとうございます。 

        これからの飛躍の契機にしたいもので 

        すね！ 

 足立潤三郎  お客様ようこそ 第1000回例会おめで 

        とうございます。 

 遠藤 二郎  赤尾さんから後期中には戻れる様 

        頑張りますとの伝言です。 

 



 大松 誠二  やっとお陰様で1000回に来ました。 

        ありがとう。 

 萩生田政由  1000回例会を祝して。 

お客様ようこそ！ 

伊藤 英也  お客様ようこそ1000回例会を祝して。 

岩本 光雄  今年の冬はまじめに頑張っていますね。 

       風邪を引かないように。 

伊澤ケイ子  1000回例会おめでとうございます。 

       堤様ご入会おめでとうございます。 

       女性パワーで頑張りましょう。 

菊池  敏  お客様ようこそ、新会員の堤様宜しく！ 

 三田みよ子  1000回例会 おめでとうございます。 

 宮本   誠  1000回例会、目出度いですね。 

早いというか、やっとというか。 

お客様ありがとうございます。 

 宮村  宏  お客様ようこそ 1000 回おめでとうご

ざいます。 

 村上 久  多摩グリー1000 回例会を祝して。        

堤さん入会おめでとうございます。 

 齋藤 誠壽  お客様ようこそいらっしゃいました。 

 杉田  誠  由井特別代表、拡大の仕事から今日まで 

        のご厚情を感謝致します。 

 澄川  昇  1000回例会お目出とうございます。 

        お客様ようこそ。 

 津守 弘範  1000回の例会を祝して 堤さん 

        入会おめでとうございます。 

 海野 榮一  1000回記念例会おめでとうございます。 

山田 文夫  1000回の歴史、先輩方の歴史を祝します。       

       堤さん入会おめでとうございます。 

吉沢 洋景  第1000回例会を祝して。 

吉沢 洋景  先週誕生日祝いを頂いて。 

 

本日の合計￥７９，０００（累計￥６１３，０５１ ） 

 

◎その他委員会 

 ☆ロタキッド委員会     副委員長 宮本  誠 

  本日、「ロタキッドだよ！！」を配布しています。 

    「ロタキッド便り」と読んで下さい。 

気まぐれ発行、第2号です。 

 

♪ ♪ ご 歓 談 ♪ ♪ 
 

 

 

 

◎点鐘             会長 小泉  博 

 

 

♪ ♪ 手に手つないで ♪ ♪ 

 

     ソングリーダー 菊池  敏 
 

   

 

 

 

    （今週の担当： 片山 哲也 ） 

 

 


