
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                         
 
 
 

 

 

 

◎司会       若林克昌ＳＡＡ・親睦委員委員長  

◎点鐘              宮本  誠会長 

◎ロータリーソング「我等の生業」   

菊池 敏ソングリーダー 

◎お客様紹介           宮本  誠会長 

 ロタフェロー       彫刻家 金キョミン様 

 多摩ｸﾞﾘｰﾝﾛﾀｷｯﾄﾞ「心の詩少年・少女合唱団」 

               代表 宮本 朱美様 

会員ご夫人 入沢友実様 小坂勝子様 関岡良子様 

 

 

◎会務報告            宮本  誠会長 

本日例会前に臨時理事会を行いました。若林会員と片山

会員が急遽転勤されます。お二人とも後任の瀬戸武氏、

徳原透氏を御推薦頂き、理事会にて承認されました。一

週間以内に異議がなければ入会となり、現在の会員数は

維持されます。若林会員と片山会員の退任御挨拶は新入

会員がいらした時に新任会員御紹介と一緒にお願いし

たいと思います。 

 

◎幹事報告            入沢 修自幹事

配布物：本日例会プログラム、第１１９６回会報、新入

会員候補のお知らせ。 

回覧：ロータリー財団ニュース２０１６年６月号、フレ

ンズ・ウイズアウト・ア・ボーダーニュースレター。 

 

◎次年度会務報告      小泉 博会長エレクト 

＊次年度活動報告書の会員氏名の変更をさせて頂きます。 

＊次年度第一回理事会は７月６日（水）第一回例会前に

行います。 

 

 

 

 

 

 

◎ロタフェロー活動奨励金授与    宮本 誠会長 

  金キョンミンさん 

現在製作に頑張っています。昨年は

日本の三か所に作品を設置致しま

した。今は小さい物を製作して賞を

頂いております。来年一月に個展が

あるので個展向けに作品を頑張っ

て作りますのでよろしくお願いします。 

 

東京多摩グリーンロタキッドクラブ 

「心の詩・少年少女合唱団」 

代表 宮本 朱美様 

 

本日はありがとうございました。 

 

 

☆赤尾和美様  

本日は欠席ですが、去る６月９日フレンズ・ウィズア

ウト・ア・ボーダーＪＡＰＡＮ新事務所開所式にて 

関岡会員から渡してもらいました。 

 

【 諸事報告 】 

 

◎出席報告        津守 弘範出席奨励委員 

会員総数                32名 

出席義務免除者           7名 

出席者数 出席義務者           22名 

出席免除者       7名                             

計                29名 

出席率   29/32  =  ９０.６３％ 

第1195回例会（6/8）訂正出席率 ９０.００％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ   小坂 一郎ＳＡＡ・親睦委員 

 小坂勝子様 感謝 感謝の毎日です！！ 

 宮本  誠 やっと晴れ晴れ、無罪放免かと思いまし 

       たが一難去ってまた一難、次年度はもっ 

       と大変そう！協力よろしくお願い致し 

ます。 

 入沢 修自 第2次宮本年度大変お世話になりました。 

 

 

 

                                                                                                                                                                   
 ２０１６．０６．２２ 第１１９７回例会  No.２６－４５ ２０１６．０７．０６ 発行 

                                                                                                                                                                   
    
 

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！             

 
            



 足立潤三郎 2015-16年度（宮本年度）最終例会を 

       記念して。 

 大松 誠二 会長、幹事、理事、委員長さん1年間 

       ご苦労様でした。 

 遠藤 二郎 本年度最終例会を祝して。 

 萩生田政由 宮本会長、入沢幹事一年間お世話になり 

       ました。ありがとうございました。 

 伊澤ケイ子 会長、幹事、理事の皆様ご苦労様でした。 

 片山 哲也 この度の人事異動により初台勤務とな 

       りました。皆様大変お世話になりました。 

       また遊びに来ます。 

 菊池  敏 今年度役員・理事の皆様ご苦労様でした。 

 小泉  博 皆さん次年度よろしくお願いします。 

 小坂 一郎 今日はうちの奥様も参加させていただ 

       きます。役員の皆様ご苦労様でした。 

 峯岸  忠 宮本会長 入沢幹事1年間有難うござ 

       いました。 

 三田みよ子 宮本会長 入沢幹事1年間お疲れ様でした。 

 宮村  宏 宮本会長 入沢幹事一年間御苦労さま 

       でした。 

 森本 由美 年度最後の例会おめでとうございます。 

       来年度も元気に出席します。 

 村上  久 宮本年度お疲れ様でした来年ガバナー 

       補佐でつかれて下さい。 

 小田 泰機 太っ腹です （代筆 村上） 

 齋藤 誠壽 会長並びに幹事、役員の皆様 一年間 

       お疲れ様でした。 

 関岡 俊二 宮本会長、入沢幹事、理事の皆様一年間 

       ご苦労さまでした。 

 澄川  昇 最終例会を祝して。 

 田村  豊 1年間勝手気ままなプログラム委員長と 

       してご迷惑をおかけしました。今後も 

       よろしくお願いします。 

 田﨑 博実 本日最終例会！頑張って100万越え 

目指す。 

 津守 弘範 宮本会長1年間ご苦労様でした。 

 堤  香苗 お誕生日のお祝いありがとうございま 

す。宮本年度、お疲れ様でした！！ 

       入沢幹事本当に有難うございました♪ 

  若林 克昌 どうにかＳＡＡやってこられました。 

       1年間本当に有難うございました。 

 吉沢 洋景 会長、幹事、理事の皆さん1年間お疲れ 

       さまでした當間さん1年間お世話さま 

       でした。 

本日の合計￥６７,０００（累計￥1,０２０,９０４） 

 

 

◎年間１００％出席者発表 田﨑博実出席奨励委員長 

◎感謝状贈呈 関岡俊二会員 関岡良子様     

宮本 誠会長 

長年、ロタキッド

に練習会場提供い

ただき有難うござ

いました。 

 

【 退任式 】 

◎退任理事・役員紹介        宮本 誠会長  

◎会長・幹事に感謝状贈呈   小泉 博会長エレクト 

◎会長退任挨拶           宮本 誠会長 

改めて皆様今晩は。まず本日でニコニコが１００万円を

超えました事、皆様の御協力に感謝致します。退任挨拶

という事ですが、今年はいろいろありました。２５周年

もありました。前年度からの企画でしたが、一体どのよ

うにまとめるのか悩みどころでしたが、関係皆様のおか

げで何とかまとまりました。出席者の皆さんには私たち

の苦労や不安も知らず、なかなか新鮮なテーマであった

らしく、かなりの賛辞を受けました。我々の「多摩自慢」

のテーマはその後も、行政や各種団体の関心のあるとこ

ろとして、時代のトレンドになっているように思います。 

我々が火をつけたというよりは我々がトレンドの先端

にいたということと思います。それにしても最後の各種

まとめには、時間も含めて相当の集中に迫られ、少々強

引に進めざるを得なかった点もありましたことについ

ては、寛容の精神を持ってお許しを願いたいと思います。

私には、もう遠い昔の記憶のように感じられます。 

それから、会員４０名を目指そうなどとぶち上げました

が遠く及ばず、やっと年度初めの人数を維持することに

とどまりましたが、内容的には若くて意欲のある方に何

人も入会して頂き、大変よい新陳代謝になったと思って

います。会員増強の基礎体力がついてきたように思いま

す。４０名は夢ではありません。多ければ多いほど良い

というものでもありません。４０～５０名くらいが丁度

良い規模だと思っています。次年度から、益々増えてク

ラブの体力がつくことが期待できそうに思います。 

皆様のおかげで何とか一年を大過なく終わることが出

来ます。どうも大変有難うございました。本来ならばこ

れでやれやれバンザイなのですが、一難去ってまた一難、

次年度はもっと大変そうです。ロータリーの大きな変化

の節目に遭遇して、地区の中でもかなり喧々諤々の議論

がありそうで、ガバナー補佐としては難しい場面もあり

そうです。皆さんの暖かい御協力を、どうぞ宜しくお願

い致します。 

 

 

 

 

 遠藤二郎会員 入沢修自会員 伊澤ケイ子会員 

 菊池 敏会員 宮本 誠会員 宮村 宏会員 

 村上 久会員 齋藤誠壽会員 杉山真一会員 

  



 

◎幹事退任挨拶          入沢 修自幹事 

幹事を勤めさせて頂きどうだったのか、振り返りますと

初めは宮本会長の御指導を受け乍

ら進んでまいりました。会員の皆様

が毎回毎回の例会に出席して頂き、

幹事としての役割が足りなかった

のではないかと反省しております。

それから宮本会長と地区に出た場

合いろいろな話しがあって、我々の

クラブと違うところが沢山出てく

ることにストレスを感じることが

後半にありました。   

そんな経験をさせて頂いて来年度は多摩東グループの

事務局さんにお世話になりながら、今年度経験させて頂

いた皆さんの御意見、教えを汲みあげて会長にお伝えす

る様にしなければいけなかったのかと思っております。

皆様、私は少しはいっぱしの男になったでしょうか？

（全員拍手）無理矢理拍手を頂きましたが、少しは経験

を積ませて頂いて、はじめ幹事報告も何を言っているの

かわからなかったと思いますが、少しは言葉が出る様に

なったのかなあと思っております。以上で私の幹事とし

ての挨拶とさせていただきます。どうも有難うございま

した。 

 

◎点鐘               宮本 誠会長 

 

◆◆◆◆◆◆  懇親会 ◆◆◆◆◆◆  

◎乾杯           杉山真一 次年度幹事 

 

◎６月誕生日祝 

 ♪♪ おめでとうございます ♪♪ 
齋藤誠壽 会員 堤 香苗 会員 

小田保枝 様 杉山 司 様 

   

 

◎次年度役員・理事紹介     小泉 博次年度会長 

 

◎閉会挨拶         小泉 博 次年度会長 

 

 

 

～ 手に手つないで：吉沢洋景ソングリーダー ～ 

 

   （今週の担当 関岡 俊二） 

 

 

 

★ノバピット君よりのメッセージ 

 

多摩グリーンＲＣの皆さんお元気ですか。私はアメリカ

の大学院をいくつか受験しましたが不合格ばかりで哀

しく恥ずかしくて皆さんに報告できませんでした。しか

しその後諦めずに再び受験しましたところ、７つの大学

院に合格致しました。その中でイリノイ大学に進学を決

めました。今は留学の準備をしています。授業は８月２

２日から始まります。ロータリーの皆さんにはいろいろ

御指導頂き、暖かく見て頂き、私の今感じている喜びを

皆さんにシェアしたいです。大松さん始めロータリーの

皆さん、事務局の當間さん２年間お世話になり本当に有

難うございました。大学院を卒業して日本に行ける機会

がありましたら、ぜひ皆さんにお会いしたいと思ってい

す。                 

 

 

 

 

★御報告  

今年度国際奉仕事業として、６月２５日ラオス国、 

ラオ・フレンズ小児病院に出向き、医療支援品「テル

モ製針なし注射器３３６０本」をフレンズ・ウイズア

ウト・ア・ボーダー代表赤尾和美氏に贈呈してまいり

ました。現地の貧困な家庭の子ども達の命を救える貴

重な医療支援品を大切に使わせて頂きますと感謝さ

れました。いずれ赤尾氏が日本に来た時に、ロータリ

ーの皆さんにお礼と、御報告をさせて頂きますと言っ

ておられました。  

（関岡） 

 


