
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

 

 

 

 

 

≪式典≫ 
◎司会      幹事 入沢 修自 

 

◎開会点鐘           会長 宮本  誠 

 

◎ロータリーソング「我等の生業」斉唱       

          ソングリーダー 菊池  敏 

 

◎追悼 故 油井重光特別代表 及び 物故会員に黙祷 

                会長 宮本  誠 

 

◎地区役員・ご来賓および参加クラブ紹介 

                会長 宮本  誠 

地区役員 15 名 

来賓    5 名 

参加クラブ：富士見ＲＣ，東京府中ＲＣ、東京調布ＲＣ 

      東京多摩ＲＣ、東京狛江ＲＣ、東京稲城Ｒ 

      Ｃ、東京武蔵府中ＲＣ、東京たまがわＲＣ 

      東京調布むらさきＲＣ、東京多摩 iシティ 

      ＲＣ、東京多摩せいせきロータリー衛星 

      クラブ、多摩グリーンＲＣとご夫人方 

      （東京略） 

   

◎歓迎ご挨拶          会長 宮本  誠 

 クラブ創立 25 周年式典のご案内を申し上げましたと

ころ多くの皆様においでいただき心より御礼申し上げ

ます最後まで、お付き合い願いますれば幸でございます。 

 

◎祝辞国際ロータリー第 2750地区 水野 功ガバナー 

 

本日は 25周年式典誠におめでとう

ございます。多摩グリーン RCは多

摩 RCをスポンサークラブとして先

程逝去された油井特別代表として 

今まで活躍をして来られてます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度宮本会長のテーマは基本を知って恐れず変革 

フレッシュな 25 周年と言うことで地域に、社会に多大

な貢献をされていると存じ上げております。多摩グリー

ン RCは今年で 25周年でございますが、次の 30周年は 

ちょうど、東京 RCが出来て 100周年になります。又 

東京オリンピック・パラリンピック開催の都市でもあり 

ます。どうぞこれを契機にさらに地域社会に世界社会に

大きなプレゼントなりますよう活躍されることを心か

ら念願しております。最後に会員の皆様のご多幸とご健

勝を願いまして御挨拶といたします。 

多摩市               阿部 裕行  市長 

市長の阿部博之様よりお祝いのお言

葉頂戴いたしましたその中で、障がい

者テニススクールとロタキッド少年

少女合唱団について感謝のお言葉を

頂きました。 

 

多摩商工会議所            坂田 忠孝 会頭 

ご祝辞を頂きました。 

 

東京多摩ロータリークラブ      篠塚 武雄  会長 

本来であれば此処には亡き由井特別代表がおられると

ころでしょう、26 年前に石坂会長の時、由井先生を特

別代表として篠塚拡大委員長、石塚会長と、何人かのパ

スト会長により多摩グリーン RC を創りましたが、素晴

らしいクラブと成り喜んでおります。由井特別代表がお

られたらきっと、嬉しいね、ありがとう！と、おっしゃ

ると思います。本日は本当におめでとうございます。 

 

◎経過報告  記念事業・式典実行委員長 遠藤 二郎 

我が町多摩の環境問題について 50

年後又は 100 年後も自慢できる街

にしたいという思いから昨年 7 月

より小泉記念事業実施委員長の元

クラブを挙げてわが町多摩の現況

把握の為四季を通して監察を実施

してまいりました。結果良いものを

探し出すという考えから幾つか見つけられました。本日

はこの 1年間の観察結果の総括に、多摩ホリックを自認

される専門家の方々の意見を参考にさせて頂き本当に 
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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！              
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自慢できる多摩の出発点にしたいと思います。  

そして最も大切なことは我々ロータリアン一人一人が

日頃から我が町に関心を持ち自慢出来るものを次世代

に引き継げるよう積極的に行動する事かと考えます以

上を持ちましてご報告といたします。 

 

☆記念事業Ⅰ シンポジウム ― 多摩自慢 ― 

          ファシリテーター 小泉  博 

皆様これからは多摩自慢の専門家の 3 人の方々による

肩の凝らない楽しい講演をお楽しみ頂きたいと思いま

す 

・自慢報告１ 

「ワンダーランド多摩丘陵にたなびく炭焼きの煙」   

Ｍr.多摩ホリック 祐乗坊 進様 

 

一本杉公園内の古民家で炭焼きをし

ております。 

自然環境のサイクルの恩恵を実感し

大切さを知ることの一環でもありま

す。 

                      

・自慢報告２ 

「おしい！多摩ニュータウン」 

Ｍr.多摩ホリック 篠原 啓一様 

 

多摩自慢１ 

展望が良い連光寺から西に富士山、

北に赤城山、稲城から南に大島を見

ることが出来ます。 

自慢２ 

野鳥を沢山見ることが出来ます。 

自慢３ 

鉄道です。実は素晴らしい設計なのです。 

自慢４．はパルテノン多摩・ｱｲプラザが有ります。 

 

その他いろいろ、ただ惜しいかな！生かされていない！ 

 

・自慢報告３ 

 多摩ニュータウンを世界遺産に

しよう」 

Ｍr.多摩ホリック 松原 和男様 

レガシー研究会活動は多摩ニュー

タウンの集合住宅団地などの価値

を再認識し、その資産を次世代に引

き継いていくための研究会です。 

多摩ニュータウンを世界遺産に！       

夢ではありません。 

 

自慢報告４ 

 

 東京多摩グリーンＲＣ 多摩自慢探検隊の足跡 

  ※フリートーキング ： ～まだまだ終わらぬ 

「多摩自慢」～ 

 

☆ 記念事業Ⅱ 記念寄付 

 

 ・ロータリー財団・ポリオプラス基金 

米山記念奨学会 

   

 ・ロタフェロー： 赤尾 和美さん・西村 祐亮さん 

  金キョミンさん・多摩グリーンロタキッドクラブ 

「心の詩・少年少女合唱団」 

 

 

☆表彰：創立後１０００回以上１００％出席会員 

               会長 宮本 誠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海野 榮一会員・村上 久会員・菊池 敏会員 

         

☆閉会点鐘          会長 宮本  誠 

 

 

第２幕 東京多摩グリーンＲＣ自慢 

～ ロタフェローの紹介 ～ 
※看護師 赤尾 和美さん 

現在ラオスの小児病院の看護師であり、フレンズ・ウイ

ズアウト・ア・ボーダーJAPAN代

表として病院の運営確立に奔走

されています。 

今日はフレンズ・ウイズアウト・

ア・ボーダーJAPANスタッフの 

永野絵美さんとラオスからは 

ケオ・シサイトン看護師が随伴し

てきました 

 

※彫刻家 金キョミンさん 

最近は韓国・中国・日本の 

芸術家による作品展等に活躍を

しております。 

最近の作品は水をテーマにして

おります。 

 

※車いすテニスプレーヤー  

西村 祐亮君 

現在国内 4位世界 30位と活躍を 

しておりオリンピック強化選手選

ばれています。 

 



 

≪ 祝 宴 ≫ 
 

司会 伊澤ケイ子 森本由美 

◎開会挨拶      

       記念事業・式典実行委員長 遠藤 二郎 

 

 

◎乾杯  多摩東グループガバナー補佐 中野 陽一 

 

 

 

☆ロタフェロー：多摩グリーンロタキッドクラブ 

         「心の詩・少年少女合唱団」の歌声 

 

 

 

☆祝い獅子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎閉会謝辞         会長 宮本  誠 

 

 

手に手つないで     ソングリーダー吉沢 洋景 

 

 

 

 

 

 

 

◎出席報告     出席奨励委員会  

会員総数                32名 

出席義務免除者           8名 

出席者数 出席義務者           22名 

        出席義務免除者      7名   

   計                29名 

出席率        29/31  =  ９３.５５％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ    ＳＡＡ・親睦委員会  

 

 入沢 修自 式典当日司会無事に済みますように。 

 遠藤 二郎 創立 25周年を祝して。 

 萩生田政由 25周年を祝して。 

 宮村  宏 25周年おめでとうございます。 

 森本 由美 25周年記念すべき時を皆さんと共有 

する嬉しさを感じています。 

 斎藤 誠壽 ようこそお越し下さいました。 

 吉沢 洋景 25周年を自慢して。 

 

本日の合計￥１３,０００（累計￥２８０,５０９） 

 
 

（今週の担当 菊池  敏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


