
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

 

 

 

≪２０１５－１６年度水野ガバナー公式訪問≫ 

東京多摩・多摩グリーンＲＣ２クラブ合同例会 

京王プラザホテル多摩 4階 「アポロ」 
 （例会前に行われたガバナー懇談会の記念撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員長 若林 克昌 

◎開会点鐘 

・東京多摩ＲＣ 第 2219回     篠塚 武雄会長  

・東京多摩せいせきＲ衛星ｸﾗﾌﾞ第 49回 

・東京多摩ＧＲＣ 第 1162回    宮本 誠 会長 

 

◎国歌「君が代」斉唱 

 ロータリーソング「我等の生業」  

ソングリーダー    東京多摩ＧＲＣ 菊池  敏 

 「四つのテスト」の唱和 

            東京多摩ＧＲＣ 若林 克昌 

 

 ◎来賓紹介      東京多摩ＧＲＣ 宮本 誠会長 

  国際ロータリー第２７５０地区 水野 功 ガバナー  

     〃  多摩東ｸﾞﾙｰﾌﾟ  中野陽一ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐  

     〃  地区幹事    渡邉 良勝 地区幹事 

     〃  多摩東ｸﾞﾙｰﾌﾟ  伊東正文ｸﾞﾙｰﾌﾟ幹事  

 ◎会務報告 

 ・東京多摩ＲＣ         篠塚 武雄会長 

 ・東京多摩せいせきＲ衛星ｸﾗﾌﾞ  小早川昌稔議長 

 ・東京多摩ＧＲＣ        宮本  誠会長 

  例会前に行われたガバナーとの懇談会で色々ご指

導を頂きました、インターネットの活用、マイロー

タリーへの全員登録等々詳しくは改めてご報告い

たします。 

 ◎幹事報告     

  本日の報告はなし  

   

 

 

 

 

 

◎出席報告 

・東京多摩ＲＣ      小林 誠治出席委員長 

 ・東京多摩せいせきＲ衛星ｸﾗﾌﾞ 篠塚 公之出席委員 

 ・東京多摩ＧＲＣ    田﨑博実 出席奨励委員長 

 

◎ニコニコボックス 

 ・東京多摩ＲＣ     横倉 敏郎親睦活動委員長 

 ・東京多摩せいせきＲ衛星ｸﾗﾌﾞ 

新谷博宣親睦活動委員長  

 ・東京多摩ＧＲＣ    若林克昌 SAA・親睦委員長 

◎ニコニコＢＯＸ 

 宮本  誠 水野ガバナー、中野ガバナー補佐、渡邉 

地区幹事、伊東グループ幹事 本日は 

有難うございます。どうぞ宜しくお願い 

致します。 

 入沢 修自 水野ガバナー公式訪問、本日はありがと 

うございます。 

 荒瀧 義機 水野ガバナー、中野陽一ガバナー補佐 

       本日は宜しくお願い致します。 

 遠藤 二郎 水野ガバナー、渡邉地区幹事、中野ガバ 

ナー補佐、伊東グループ幹事ようこそ 

いらっしゃいました。 

 萩生田政由 水野ガバナー、中野陽一ガバナー補佐 

       渡邉地区幹事、伊東グループ幹事よう 

こそ。  

 伊澤ケイ子 水野ガバナー公式訪問ご苦労さまです。 

 菊池  敏 水野ガバナーようこそ。 

 小泉  博 ガバナー、ガバナー補佐 ようこそ 

       宜しくお願いします。 
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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 

TEL  042-372-6463  FAX  042-372-6491 Eメールtamagrc@tamagrc.join-us.jp 

    

会長  宮本 誠 幹事 入沢修自  会報・記録委員長 森本由美 

副委員長 足立潤三郎 委員 大松誠二 菊池敏 小泉博 関岡俊二  

HP： http://www.tamagrc.join-us.jp/   海野榮一 吉沢洋景 

 

                                                                                                                                                               

    

 

  

                                                                                                                           

 

 

         

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 
 

    

      

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、フレッシュな25周年クラブを！              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

会員総数                32名 

出席義務免除者           8名 

出席者数 出席義務者           21名 

出席義務免除者           6名   

   計                       27名 

出席率        27/30  =  ９０.００％ 

第 1160回例会（9/2）訂正出席率 ９０.３２％ 
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 峯岸  忠 ガバナー、ガバナー補佐 ようこそい 

       らっしゃいました。 

三田みよ子 本日は水野ガバナー、中野ガバナー補佐 

      訪問ありがとうございます。 

宮村  宏 ガバナー、ガバナー補佐ようこそいらっ 

しゃいました。 

 森本 由美 ガバナー、ガバナー補佐をおむかえし 

       大変うれしゅうございます。 

 村上  久 皆様ご苦労様です。 

 中谷 綋子 水野ガバナー、中野ガバナー補佐、本日 

はありがとうございます。 

 斎藤 誠壽 水野ガバナー、中野ガバナー補佐ようこ 

そお越し下さいました。 

 関岡 俊二 水野ガバナー中野ガバナー補佐様 

       ようこそ。 

 田﨑 博実 来月は 25周年＆障がい者テニスです。 

       頑張っていきます。 

 海野 榮一 水野 功ガバナー、渡邉良勝地区幹事 

       ようこそご来会下さいました。 

 若林 克昌 水野ガバナー、ようこそおいでいただき 

ました。 

 

本日の合計￥２３,０００（累計￥２５１,５０９） 

 

 

◎ガバナー卓話   ガバナー紹介 多摩東グループ 

             中野 陽一ガバナー補佐 

 

国際ロータリー第 2750地区   水野 功ガバナー 

  テーマ「 世界へのプレゼントになろう 」 

 

ＲＩラビンドラン会長か

らのお話しで、私たちの

人生にはいつか終わりが

あります、そしてそれは

思ったよりも早く訪れま

す。みなさんはどのよう

に過ごされますか？世界がよい場所となるように、人の

ためになにかよいことをしますか？私たちの人生の価

値はどれほど得たかではなくてどれほど与えたかによ

って判断されるのです。というスピーチに感銘を受けま

した。“Be a gift to the world”というのは大変わか

りやすいメッセージだと思います。はじまりました

2015-16年度がみなさんと共に地域社会にそして世界に

大きなプレゼントとなるようにともに歩んでいきたい

という思いを強くしております。ラビンドラン会長の国

際協議会のスピーチはマイロータリーの中で全て見る

ことができます（英語と日本語と両方あり）詳しくはそ

こを見ていただきたいです。その中でもうひとつ感銘を

受けたことばがあります。それは、会員増強についてこ

のように述べています。私たちの組織をかたち作った基

本に立ち返る方法を、模索しなければなりません。それ

は人生のあらゆる場面における高い倫理規準と、各クラ

ブの人材の多様性を奨励する職業分類です。これらは､   

会員増強の足を引っ張る障害とみられることが多い 

のが現状です。ロータリーはできてから今年で 110 

年7ヶ月が過ぎようとしています。 

ロータリーがここまで継続して成長できたという 

のは何なのか？ロータリーの中では変化してはいけ 

ないものがあると思います。また、変化していいもの 

があると思います。また、変化しなければならないも 

のがあると思います。このことをクラブの中で議論し 

て下さい。ロータリーの生命は何かと考えたとき、私

はサービスとフレンドシップの言葉に尽きると思いま

す。クラブの生命は何かというと、出席と職業分類に

尽きると思います。 

私がロータリーに入ったときは、1 業種 1 人でした。 

ＲＩは規約を変えて1業種5人までとしました。大き 

いクラブは、1業種 10％まで、メイクアップも前後 

1週間だったものが前後２週間になりました。その結 

果クラブ基盤が強化されたでしょうか？私はそうは 

思いません。各クラブで、例会のあり方、卓話のあり 

方を是非御議論ください。 

 

＊＊＊水野ガバナーよりチューｸ島、ネパール等への

支援のお礼と、日韓親善会議の会場が1200名とい

う会場で不便をお掛けした事、地区便欄で、せいせ

きＲ衛星クラブが抜けていた事へのお詫びがあり

ました。尚、2016 年ソウル国際大会に大勢での参

加のお誘いもありました＊＊＊ 

 

◎御礼       東京多摩ＧＲＣ 宮本 誠会長 

  

◎閉会点鐘         

・東京多摩ＲＣ 第 2219回     篠塚 武雄会長  

・東京多摩せいせきＲ衛星ｸﾗﾌﾞ 第 49回 

・東京多摩ＧＲＣ 第 1162回     宮本  誠会長 

 

★★★ 懇親会 ★★★  
 
◎乾杯 中野 陽一ガバナー補佐 

 

祝 ◇◇喜寿◇◇ お誕生日 おめでとうございます!! 

 

 

◎閉会挨拶        東京多摩Ｒ篠塚武雄会長  

本日は大変お忙しい中、

水野ガバナー、中野ガバ

ナー補佐、渡邉地区幹事、

伊東グループ幹事には、

最後まで残って頂き、あ

りがとうございました。 

 

 

～関東一本締めで、締めて頂きました～ 

（今週の担当 小泉  博） 


