
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                         
 
 
 

 

 

◎司会     ＳＡＡ・親睦委員会  村上   久 

 

◎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 吉沢 洋景 

◎お客様紹介          会長 宮本  誠 

 卓話講師 

（社）東京都レクレーション協会公認講師 加藤伸夫さん 

             

◎会務報告           会長 宮本  誠 

 12月2日定例理事会と臨時理事会（本日）の報告 

１．創立 25 周年記念式典の決算報告書が遠藤実行委員

長より別紙の通り提出され、これを承認。 

２．障がい者テニススクールの決算報告を承認。 

３．SAA親睦委員会より報告されたクリスマス例会の計

画及び予算を承認。 

４．峰岸千尋会員より退会届が提出され、これを受理。 

５．桜ヶ丘商店連合会主催の震災復興支援イベントに協

賛することとした。 

６．事務局には 25 周年記念式典、障がい者テニススク

ールと長時間の残業、日曜出勤と大変ご苦労を掛けまし

た。これに対し特別手当を出すこととした。 

７．多摩警察と防犯協会が共同で振り込め詐欺防止の年

賀葉書を出すとのことで、一口協賛の要請があり、承認。 

  

◎幹事報告           幹事 入沢 修自 

配布：ガバナー月信、25周年決算報告、障がい者 

  テニススクール決算報告、ロタキッド合唱団 

  第10回定期コンサート案内 

回覧：TAMA映画フォーラム名刺広告のお礼、 

  クリスマス例会出欠表、2/24地区大会出欠表 

他クラブ例会変更：事務局にお問い合わせのこと 

 

【 諸事報告 】 

◎各委員会・他 

 ★クリスマス例会    

          ＳＡＡ・親睦委員長 若林 克昌 

 来週のクリスマス例会で、イベントとしてジャグリン

グのダイスケさんで国内屈指のパーフォーマーです。 

ホテルからの提案で、ローストビーフのカッティング、 

 

 

 

 

 

 

職人が寿司を会場で握る、目玉としてスタッフの伊藤氏

が今カクテルの練習中でノンアルコールも提供する。 

 

 ★委員会報告   ロタフェロー委員長 宮村 宏 

１．ロタキッド合唱団の定期コンサートがありますが、 

皆様のご支援をお願い致します。各テーブルに置いてあ

りますから宜しく。 

２．先日多摩中央公園でコンサートがありまして、市長

も参加されました。ロタキッドが活躍した写真が載りま

したのでご覧下さい。 

３ロタフェローの西村氏が今世界ランキング３０位以

上で、日本で2位です．来年ブラジルのパラリンピック 

には出場すると思います。選考は来年5月にあります。 

 

◎出席報告      出席奨励委員会 中谷 綋子 

 

会員総数                31名 

出席義務免除者           8名 

出席者数 出席義務者           19名 

出席免除者       7名                             

計                26名 

出席率    26/30  =  ８６．６７％ 

第1171回例会（11/25）訂正出席率８１．２５％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員会 小坂 一郎 

 

 

 

 

 

 

 

 宮本  誠 今日は年次総会 次年度役員理事決定 

       です。 

 入沢 修自 忘年会、飲みすぎないように。 

 足立潤三郎 加藤さんようこそ 卓話よろしくお願 

いします。 

 荒瀧 義機 加藤様ようこそいらっしゃいました。 

       楽しんで下さい。 

 遠藤 二郎 加藤様卓話宜しくお願いします。 
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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、フレッシュな25 周年クラブを！          
                                                                                                                              



 大松 誠二 今年の例会もあと1回です。 

       Ｘマス例会楽しみましょう。 

 伊澤ケイ子 加藤様卓話楽しみにしています。 

 小泉  博 お客さまようこそ 今年も残り少なく 

       なりましたね 来年もよろしくお願い 

       します。 

 小坂 一郎 加藤さん本日の卓話よろしくお願い 

します。 

 峯岸  忠 お客様ようこそ、卓話楽しみにしており 

       ます。皆様寒くなって来ましたね。 

       「カゼ」ひかないように！！うがいしま 

       しょう。 

 宮村  宏 西村さんパラリンッピック（ブラジル） 

       出れそうですネ。 

 森本 由美 加藤さま本日はようこそ。「おもちゃ」 

       博士としてこれからもどうぞよろしく。 

 村上  久 加藤さん卓話楽しみにしています。 

 中谷 綋子 暖かくていいですね。 風邪をひきませ 

       んように。 

 斎藤 誠壽 加藤様卓話よろしくお願い致します。 

 関岡 俊二 卓話楽しみにしています。 

 田﨑 博実 忘年会シーズンが始まりました。皆様   

       胃腸を大切にしましょう。 

 堤  香苗 先日テレワーク推進事業の分野で厚生 

       労働大臣特別奨励賞をいただきました。 

 海野 榮一 寒くなりましたね。 

 若林 克昌 来週はクリスマス例会です 皆さんで 

       楽しみましょう。 

 

本日の合計￥２１,０００（累計￥４９６,６６８） 

 

【 年次総会 】 

  

◎開会              会長 宮本 誠 

去る11月4日、指名委員会から発表がありました次年

度役員理事で今日信任をして頂きたい方々をもう一度

提示します。 

 

◎次年度役員理事信任決定     会長 宮本 誠 

  以上６名、満場一致で信任されました。 

この方々の他、既に決まってる会長に小泉 博会員、パ

スト会長（宮本会員）の参加を加えて次年度役員・理事 

８名になります。 

◎挨拶       次年度会長 小泉 博エレクト 

今、発表のありました通り、ご信任頂きましてありがと

うございました。 

新役員・理事登壇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎閉会              会長 宮本 誠 

以上年次総会を終了致します。 

 

◎卓話者紹介      田村 豊プログラム委員長 

 

◎卓話「余生を楽しみ、交流の輪 幾重にも」 

   ＝団塊シニアへ ”下手横 ”からのエール 

（社）東京都レクリエーション協会公認講師 

                 加藤 伸夫さん 

多摩市はベッドタウン。ど

なたもそうであるように私

も現役時代は家から都心の

職場を往復するだけで、地

域との関わりは殆どありま

せんでした。定年からは好

きなことをしようと、テレ

ビ、映画、山歩きと片っぱ

しに始めましたが数ヶ月すると飽きてしまいました。見

回すと近くに「ひじり館」なるコミュニケーションセン

ターがありいろいろな人が集まっています。そこでのラ

ジオ体操を皮切りに人との触れ合いから、なびきやすい

私は誘われるままに防犯協会（支部長までやった）、ひ

じり館の受付、弓矢（現２段）、吹き矢、料理、マジッ

ク、果てには駐車監視員の資格、調理師免状もとりまし

た。またおもちゃ病院ＫＥＢＯ（呆けの反対で、呆けて

たまるかの意）のボランティア活動にはいり、家庭用小

物の修理をし大変喜ばれております。毎年多摩市と姉妹

交流をしている長野県富士見町の住民祭りに出かけ、集

まった壊れたおもちゃの修理をしております。子供達か

らの礼状は私達にやる気を起こさせてくれます。 

多摩テレビで毎月最終金曜日の午前中に「男の料理」を

やっています。今年の４月で１００回になりこれを節目

に解散するかという提案をしたところ、止める理由がな

いと却下され現在１１０回で、２００回を目指して進行

中です。 

定年後、地域との関わりもなく、することも無く、女房

に付いて歩くだけで疎まれていてたまるか、との気概で 

下手横、好きこそ物の上手なれ、また袖触れ合うも多生

の縁、一期一会のチャンスを生かし交流の輪を広げ、新

奇探求で認知症を防ぎ、余生を楽しみましょう。 

◎お礼と閉会点鐘       会長 宮本  誠 

（今週の担当 吉沢 洋景） 

会長エレクト  田﨑 博実会員 

  副会長     峯岸  忠会員 

  幹事      杉山 真一会員 

  会計      伊澤ケイ子会員 

  ＳＡＡ     三田みよ子会員 

  理事      大松 誠二会員 


