
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                         
 
 
 

 

 

◎司会      ＳＡＡ・親睦委員会  小坂 一郎 

◎開会点鐘            会長 宮本  誠 

◎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 宮本  誠 

 東京稲城ＲＣ          栗芝  貴 会長 

   〃             関谷 宗道 幹事 

 

◎お客様ご挨拶      東京稲城ＲＣ  栗芝 貴 会長 

              私はキックボクシング

ジムを経営していて、か

つて日本チャンピオン

にもなりましたが、ロー

タリー歴はまだ５年の

新米です。でも不安はあ 

りません。ロータリーを楽しんでいる真っ最中で、先 

輩方に助けられ、充実した１年を過ごしたいと考えて 

います。是非貴クラブとの友好を深めたいとも願って 

います。 

関谷 宗道 幹事 

 貴クラブの２５周年事業の成功を祈念しています。 

◎会務報告           会長 宮本  誠 

新年度最初のグループ協議会の報告です。 

＜ガバナー補佐報告としての、水野ガバナーの方針＞ 

１．「ガバナー月信」「ロータリーの友」を良く読んでほ

しい。→各会員に配布しますので読んでください。 

２．出席率アップを目指して欲しい。→クラブの目標は

１００％！の出席率です。 

３．なんとしても増強を！ →クラブ目標の４０名会員

を達成して「ヤッタゼ！パーティ」をやりましょう。 

４．来年６月のソウル国際大会に是非出席して欲しい。

→クラブでも協力してソウルに行きましょう。 

５．RIの「マイロータリー」に登録して欲しい。 

ロータリーもＩＴ化は避けて通れない。 

→ロータリアンは一人一人が登録してIDを持てば、

ロータリー情報が手に入ります。 

＜中野ガバナー補佐の方針＞ 

１．来年４月１３日のIMのテーマは「新世代奉仕」です。 

各クラブの取り組みを発表してもらう。 

２．パシフィックベイスンのクラブと組んで、協働プ

ログラムをすすめたい。 

 

 

 

 

 

 

３．狛江RCが10/4創立45周年記念式典を開催予定。 

４．プロアマチャリティゴルフの参加は、各クラブ・個

人の自由となりました。持ち回りホストも廃止。 

＊ロタキッドが多摩市合唱祭に参加しましたが、大変好

評でした。皆さんのカンパ、ありがとうございました。 

 

◎幹事報告           幹事 入沢 修自 

配布：タウンニュース 

回覧：ハイライト米山、多摩映画フォーラムの案内、

日韓親善会議の案内（9/4）、社協福祉だより 

＊７/２２は定款休会。７/２９は夜例会です。お間違い

ないようにお願いします。 

 

片山哲也会員入会式 

 

※進行       会員増強委員長 峯岸  忠 

Ⅰ．新会員紹介      推薦者 若林 克昌 

   片山哲也さんは2008/7から2013/6までクラブ会 

員でしたので、今日はカムバック 式になりまし

ょうか。片山さんは S59 年京王百貨店入社、H18

年外商部長、H25年桜ヶ丘店店長で、大活躍中です。 

Ⅱ．入会証書授与・バッジ貸与 会長 宮本  誠 

Ⅲ．会員証・バナー授与    幹事 入沢 修自 

Ⅳ．「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 小田 泰機 

Ⅴ．所属委員会およびアドバイザー指名 

会長 宮本  誠 

  ※所属委員会  出席奨励委員会 

    ※アドバイザー 若林克昌会員・小坂一郎会員 

Ⅵ．歓迎の辞         会長 宮本  誠 

会員の皆さん、京王の外商カードを持ちましょう。 

同じ買うなら買物は、京王デパート桜ヶ丘店で！ 

Ⅶ.写真撮影   

 

新会員を中心に 

会長・幹事 

アドバイザー 
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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 
        ２０１５～２０１６年度 

 

恐れず改革、フレッシな25 周年クラブを！             
                                                                                                                              



Ⅷ. 新会員挨拶         片山 哲也会員 

２年ぶりに帰ってきました。会社としても色々制約が 

ありますが、ロータリークラブの意義は承知しており 

ます。よろしくお願いします。 

◎荒瀧義機会員 ＲＬＩ委員会 委員委嘱発表 

                会長 宮本  誠 

【 諸事報告 】 

◎その他委員会 

★クラブ創立25周年広報委員会  委員長 村上 久 

１、25周年行事の広報を会報・HPを通じて行う。 

２、ロータリー情報の資料を作成する 

３、懇親会のプレゼンテーションには PP を用いて、ロ

タフェロー（赤尾さん・金さん・西村さん・ロタキッド）

の活躍を紹介する。 

◎出席報告      出席奨励委員会 津守 弘範 

会員総数                32名 

出席義務免除者           8名 

出席者数 出席義務者           19名 

     出席義務免除者      6名                                     

計               25名 

出席率    25名/30名  =  ８３.３３％ 

第1153回例会（7/1）訂正出席率  ８６.６７％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員会 森本 由美 

 東京稲城RC 本日はお招き有難うございます。 

 会長・幹事 一年間宜しくお願いします。 

 宮本 誠  稲城ＲＣ栗芝会長 関谷幹事ようこそ 

       おいで下さいました。 

 入沢 修自 栗芝会長、関谷幹事本日はお暑い中よう 

       こそお越し頂きました。 

 荒瀧 義機 栗芝貴様、関谷宗道様ようこそいらっ 

しゃいました。楽しんで下さい。 

 大松 誠二 久し振りです。熱中症に気を付けましょう。 

 伊澤ケイ子 お客様ようこそ。片山様ご入会おめでと 

うございます。 

 菊池  敏 栗芝会長、関谷幹事ようこそ！ 

 小泉  博 お客さまようこそ。 

片山さんウェルカムバック。 

 峯岸  忠 お客様ようこそ。片山さん入会おめでと 

うございます。暑い日が続いております。 

熱中症にならないように。 

 宮村  宏  片山さんウェルカムバック。 

 森本 由美 ゴルフ同好会女子部は先週ラウンドをしま 

     した。杉山トレーナーご指導の元       

うまくでき、Ready to go!です。ハイ!! 

 中谷 綋子 暑い日が続いております。体調に気を付 

       けましょう。 

 斎藤 誠壽 片山会員よくご入会なさいました。稲城RC 

        会長、幹事様ようこそおいで下さいました。 

 関岡 俊二 お客様ようこそ。 

 田﨑 博実 海野さん「一之宮と水のあるくらし」 

どうもありがとうございました。 

 津守 弘範 今日も引き続き暑いですね。 

 堤  香苗 暑いですね。片山さん入会、おめでとう 

        ございます。 キャリア・マムのお仕事 

カフェも1年たちました。 

 若林 克昌 栗芝会長、関谷幹事ようこそおいで下さ 

       さいました。毎日暑い日が続きます 

       皆さん水分補給して体調管理注意下さい。 

本日の合計￥24,000 （ 累計 \84,460 ） 

 

【クラブ協議会：各委員会活動計画発表】 

◎司会            幹事  入沢 修自 

※広報委員会          委員長 堤 香苗 

１．クラブの活動を一般の人にも認   

知してもらう。 

２．外部メディア（フリーペーパー   

等）とリンクする。早速「タウ     

ンニュース」が配布してありま  

すが新年度会長のインタヴュー記事が出ています。

この新聞は今後も当クラブの活動を取材報道して

行く方針とのことです。 

３．新しいメディア（SNS等）の研修会を開く。 

 

※ロタフェロー委員会      委員長 宮村 宏 

＊ロタフェローの近況を例会・会報で紹介し会員との相

互理解・懇親を図る。・HPで外部にも広報する。 

＊有効な支援のため一層の予算拡充要請したい。 

＊新しい資格者があれば推挙する。 

 

※奉仕プロジェクト関連委員会    

統括委員長 小泉 博 

プロジェクトの実施委員長を決定しました。 

＊障がい者テニススクール      田崎博美会員 

＊ラオス小児病院支援        関岡俊二会員 

＊ポリオ撲滅キャンペーンイベント  田村 豊会員 

◎閉会点鐘           会長 宮本  誠 

 

 

（今週の担当 大松 誠二） 

＜ 田吾作だより ＞ 
ようやく梅雨が明けた暑い日差しの畑でジャガ

イモ堀を続ける。今年も豊作、“きたあかり”の

他にも“インカのめざめ”もとれる。小粒で栗の

ような食感でおいしい。高くなった青い空を見上

げていると、かつて訪れたペルーのマチュピチュ

の空を想いだす。そこに眠るインカの人々の“め

ざめ”はいつ？ 暑い日がまだ続きます。お互い

元気で乗り越えよう。 

 

新
企
画
（
自
慢
の
写
真 

） 

凛
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