
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                               
                                                                                                                              
 
 
 

 

 

 

東京多摩グリーンロータリークラブ 

２０１６－１７年度大槻ガバナー公式訪問 
 
  

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員長 三田みよ子 
 

◎開会点鐘            会長 小泉 博  
 

◎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 菊池  敏 

 「四つのテスト」 ＳＡＡ・親睦委員長 三田みよ子 
   

◎お客様紹介           会長 小泉  博   

 国際ロータリー第2750地区 ガバナー 大槻 哲也様 

   〃 多摩東グループ ガバナー補佐 宮本  誠様 

  国際ロータリー第2750地区 地区幹事 遠藤 泰夫様 

   〃 多摩東ｸﾞﾙｰﾌﾟｸﾞﾙｰﾌﾟ幹事   入沢 修自様 
 

◎会務報告            会長 小泉  博  

本日は、ご多忙の中、大槻ガバナーにお越しいただいて 

おります。皆さま親睦を深めていただければ幸いです。 

今日はとても楽しみにしておりました。 

次回例会の前に、次年度役員理事指名委員会決定のため 

臨時理事会を開催します。役員理事の方はご参集下さい。 
 

◎幹事報告            幹事 杉山 真一 

米山記念奨学事業の豆辞典を配布しました。 

２０１５年度事業報告書と決算報告書、 

ふくしだよりを回覧しています。 

他クラブ例会変更は事務局までお問合せ下さい。 
 

【 委員会報告 】 

 ◎出席報告    出席奨励副委員長 田崎 博実 

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 

出席免除者        7名                                     

計                26名 

出席率    26/31  = ８３.８７％ 

第1204回例会（9/7）訂正出席率 ８３.８７％ 

 

 

 

 

 

 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦副委員 菊池 敏 
 

ガバナー   今日も楽しい例会でありますように 

大槻哲也様  ニコニコします。 
 

小泉博会長  大槻ガバナー、 宮本ガバナー補佐、  

遠藤地区幹事、入沢グループ幹事 

ようこそいらっしゃいました。 

公式訪問有難うございます。本日は 

よろしくお願い致します。 

 杉山真一幹事 2016～2017年度大槻ガバナー公式訪問 

        を記念しまして。 

足立潤三郎  2016⁻17年度大槻ガバナー 公式訪問 

        を記念して。 

大松 誠二  ガバナー公式訪問おめでとうござい 

        ます。 

遠藤 二郎  大槻ガバナー、遠藤地区幹事ようこそ 

        いらっしゃいました。 

初野 有人  お客様ようこそ。 

伊澤ケイ子  大槻ガバナーようこそお越し下さい 

        ました。 

菊池  敏  大槻ガバナーようこそ！ 本日はよろ 

        しくお願い致します。 

峯岸  忠  大槻ガバナー公式訪問を歓迎します。 

三田みよ子  ガバナー公式訪問ようこそ 宜しく 

        お願いします。 

宮本  誠  大槻ガバナー本日は有難うございます。 

宮村  宏  大槻ガバナーようこそいらっしゃい 

        ました。 

村上  久  大槻ガバナー遠藤地区幹事 ようこそ 

        おいで下さいました。 

中谷 綋子  大槻ガバナーようこそ。 

齋藤 誠壽  大槻ガバナー様 遠藤地区幹事様  

        ご指導お願いします。 

関岡 俊二  お客様ようこそ。 

 瀬戸  武  カゼ気味ですけれど 元気を出して。 

 田﨑 博実  大槻ガバナー様 ようこそ。 

 津守 弘範  大槻ガバナーようこそ 宜しくお願い     

        します。 

 本日の合計￥３０,０００（累計￥１９９,００３） 
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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 
        ２０１６～２０１７年度 

 

魅力あるロータリーに！ 

                                                                                                                             
 



◎ガバナー卓話  

ガバナー紹介                     会長 小泉 博  

ご紹介の前に報告です。本日この例会前に３０分間、

ガバナー・ガバナー補佐・地区幹事・グループ幹事と

会長・会長エレクト・幹事の７名による懇談を行いま

した。私は当クラブでも反対表明を提出した RI の人

頭分担金の値上げ問題の結果をお聞きしました。反対

有効に必要な、全世界の５％には遠く及ばなかったそ

うです。もう一つ、今回の定款変更により出席規定の

意味が殆んど無くなった中で、地区・グループ・クラ

ブの出席率を云々する意味について質問しました。例

会の盛り上りや活動の活性化のため、やはり出席率は

大いに重要であると云うお答えに納得しました。また

当クラブの活動として、障がい者テニス・ラオス小児

病院の支援・独自のプログラムである「ロタフェロ

ー」・ポリオチャリテイゴルフの火付役として初回開

催クラブであったことなど、質問に応じて説明をさせ

ていただきました。 

ガバナーの紹介ですが、いろいろなご経歴については

既に周知の事実ですので、私の記憶に残っている一文

をご紹介します。大槻ガバナーは「寛容を体現してい

る人」（「友」７月号：山田地区代表幹事）ということ

です。本日の卓話でその辺のお話しが頂けるかも知れ

ませんね。大変にお忙しいガバナーですが、懇親会ま

でおつき合い頂けます。とても楽しみです。 
 

国際ロータリー第2750地区ガバナー 

大槻 哲也 様 

「人生の泣き笑いとロータリー」 
まず最初に、ジョン・ジャーム RI

会長の話を聞いて下さい。 

人類のすべての喜びの為に奉仕す

ること、「人類に奉仕するロータリ

ー」がテーマです。夫婦同伴で出席

した国際協議会でのスピーチです。  

・・・DVDによるスピーチ・・・  

皆さん拍手を！！ 

「世界で意義ある奉仕を行う最善の道は、ロータリーの

会員になることである！」と述べておられます。 

会長は身体も心も大変巾広い方で、歳は私より7つ程？

年上かと思われます。 
 

「奉仕の哲学を実践しよう」が地区の運営方針で、地区

はクラブを支援する立場にあります。今年度、地区には

クラブサポート委員会を設置、会員増強・維持・クラブ

情報を支援する体勢です。奉仕研究委員会を新設して、

新しい奉仕のあり方について考えています。卓話にお呼

び下さい。会員増強については、クラブの適正な規模に

合わせて増強すればいいと思っています。その他、今年

はポリオプラスに１クラブ２６５０弗の寄付をお願い

しています。これはR財団設立時の寄付が26.5 弗で今

年100周年を記念して100倍の計算です。米山も昨年同 

様、地区で一億円、皆様のご協力をお願いします。 

地区大会にも是非とも出席下さい。時代の最先端テーマ、

人工頭脳に関する世界的権威の話が聞けます。 

それから国際大会にも行きましょう。アトランタと言え

ば「風と共に去りぬ」、「コカコーラ発生の地」、「好い人

たち」の土地です。 

さて私自身は、東京中央ロータリークラブで２９年に

なります。「人の為に役に立つ」為にロータリーに入っ

たのに、仕事が忙しくて、だんだん早退、欠席が多くな

ったのです。退会まで考えましたが、心配した先輩に声

をかけられ、気持ちを入れ替えました。 

自分の手帳にＲと書いて、ロータリーを最優先し、メイ

クアップもやり、広く色んな人と知り合うようになりま

した。ロータリーの丸テーブルがあったので、たくさん

の話ができるようになったと思っています。 

◎ お礼と閉会点鐘  会長 小泉 博 

「仕事が忙しくて出席出来ないと言うのは自分が逃げ 

ているからだ」と言うガバナーのお話しに耳が痛い思 

いです。本日はお忙しいなか、有難うございました。 
 

【 懇親会 】 

司会： ＳＡＡ・親睦委員会 伊澤ケイ子 

 

◎開会             会長 小泉  博 

 本日は、多摩グリーンロータリーだけで、ガバナーを

独占できますので、皆さまたくさん交流してください。 
      

◎来賓ご挨拶       ガバナー 大槻 哲也様 

先日何処かのクラブで「最近歳には勝てなくて・・」

という人がいました。歳に勝てなくて何に勝つんだ？

と思うのです。ロータリアンは生涯現役です。まだま

だできることはたくさんあります。楽しんでいきたい

と感じています。 

 

◎乾杯         ガバナー補佐 宮本  誠 

ガバナーは、本当にお忙しいのです。先日も複数の 

クラブの合同例会、昨日も本日も昼夜のＷヘッダー。 

単独クラブでガバナーを独占できる数少ない機会で 

す。皆さん、ぜひ親交を深めてください。 

それでは大槻ガバナーに感謝して ・・乾杯！・・ 

 

◎閉会             幹事 杉山 真一   

 

 ～ 手に手つないで ～  ソングリーダー 菊池 敏 

 
       （ 今週の担当 堤  香苗 ） 


