
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

 

【司会】     ＳＡＡ・親睦委員会  鈴木 俊之     

初めての司会で

すので、どうぞ

よろしくお願い

致します。 

 

 

 

 

◎開会点鐘            会長 杉山 真一 

◎国歌「君が代」および 

ロータリーソング「我らの生業」  演奏  

◎会務報告            会長 杉山 真一 

  

本日例会終了後理事会

を開催いたしますの

で役員・理事の方は集

合して下さい。 

 

 

 

 
 

◎幹事報告            幹事 初野 有人 

 配布物：ロータリーの友 11月号、会報 1404号  

  回覧物：ガバナー月信 11月号、バギオ便り 11月号  

・長崎豪雨災害支援金の送金証明書が届きま

したのでお知らせと、ともにご一読ください。  

 

 

  

 

 

・第５０回ロータリー研究会記念講演のオンライン

視聴のご案内が来ました。 

・魅力あるクラブ作りのアンケートについてこの後

会員増強委員会よりご案内があります。 

   ・ガバナー公式訪問出席表、クリスマス例会出席表、 

   寿例会出席表を回覧致しますのでご記入願います。  

   ・他クラブ例会については事務局に連絡願います。 

    

【 委員会報告 】   

◎次年度役員・理事候補 発表      

指名委員会委員長  三田 みよ子 

１０月２７日に指名

委員会を行い、定款

第１３条第５節細則

第１条第１節に基づ

き、慎重に選考した

結果の答申書を杉山

会長に提出致します。 

会  長：堤 香苗        

パスト会長：杉山 真一     

会長エレクト：福岡 均     

副 会 長：菊池 敏 

幹  事：大槻 一夫 

ＳＡＡ：林田 敏誠          

理  事：田﨑 博実 

 

以上、年次総会には宜しくお願い致します。 

 

 
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tokyotamagrc@gmail.com 

    

会長 杉山真一  幹事 初野有人   

会報・記録委員長 福岡均  副委員長 三田みよ子 

委員 伊藤綾乃 菊池 敏 森本由美 小泉 博 関岡俊二  

田﨑博実 大槻一夫 米津正五       

HP：https://www.tama-green.jp/      
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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 

2021-2022 年度 
        ２０１８～２０１９年度 

地域密着型、ロータリークラブに 
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◎出席報告      出席奨励委員会 菊池  敏 

 

会員総数                 26名 

出席義務免除者            7名 

出席者数 出席義務者            15名 

出席免除者         4名 

計                 19名 

出席率    19/26  = 73．08％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ   

ＳＡＡ・親睦委員会 三田 みよ子 

 

杉山 真一  阿部さんイニシエーション宜しくお願い

します。 

      三田さん 指名委員会よかったですね。 

初野 有人  アベ会員本日よろしくお願いいたします。 

萩生田政由 阿部様、卓話楽しみです。  

峯岸  忠 菊まつりで文科省受賞しました。 

      阿部さんよろしくお願いします。 

足立潤三郎  阿部会員のイニシエーションスピーチを

楽しみに来ました。 

関岡 俊二  阿部亮一様、イニシエーションスピーチ

楽しみにしています。 

堤  香苗 秋ですね！純平の入試まっただ中です。          

      あべさん楽しみにしています。 

森本 由美 阿部さま、イニシエーションスピーチ楽し

みにしていました。 

阿部 亮一 イニシエーションスピーチ 

      ご清聴ありがとうございました。 

菊池  敏 阿部様の卓話楽しみにしております。 

伊澤ケイ子 10月の誕生日祝いいただきました。 

      ありがとうございます。  

福岡  均 日本ハムの新庄監督は、私と同じ 49才。 

  同じ人間とは思えませんね。私も肉体管理 

を頑張ります。   

米津 正五  このままコロナ終息を望みます。 

大槻 一夫 阿部様のイニシエーションスピーチ 

楽しみにしております。 

伊藤 綾乃 阿部様のイニシエーションスピーチを 

たのしみにしております。 

三田みよ子 阿部さん イニシエーションスピーチ 

がんばってね！！ 

  

 本日の合計￥２５，０００（累計￥１５８，３３０）                

                                          

 

 

◎委員会報告       ゴルフ同好会 峯岸部長 

１２月６日第４回地域支え合い歳末チャリティーゴルフ大会

にグリーンロータリーで１組エントリーしていますので参加

希望者は申し出てください。場所は府中カントリークラブ  

スタートは９時２６分です。  

                           

◎卓話   阿部 亮一 会員   

イニシエーションスピーチ 

初めに自己紹介申し上げ

ます。 

１９６６年生まれ、５

５歳 旭川で生まれそ

の後網走に引越し父親

の仕事の都合で札幌に

移動してそこで 

羊ヶ丘中学校・高校(クラ

ーク博士で有名)に在学し大学は学習院大学を卒業し１

９９１年４月に京王プラザに入社以来３７年見習い、ウ

エイター・等経て２年後研修制度で東ヨーロッパのポー

ランドのワルシャワの日本大使館勤務で２年間勤務致し

ました。ワルシャワの話をすると２時間位話せますが特

に印象的なことは、飛行機で着陸する時街を見下ろした

ら全体がグレー一色なのに驚きました。街では卵等買う

にも並んで買うようでしたが、数か月の間に大型スーパ

ーが出来、電話も全く繋がらない状態だったのが、携帯

電話が普及し、劇的な変化がありました。又国民はとて

も親日的で親切でした 

何故かというと、戦時中多くの国民を国外に逃がした 

杉原外交官の功績が国民に根付き今でも忘れない多くの

国民がいるのです。アウシュビッツ等は何度も案内で行

きまして、暗い過去の歴史を観る貴重な経験をしました。

日本に帰ってからは、宿泊セールスやその他色々な部署

を経験しました。総務に戻りオリンピック組織委員会で



 

 

１年働き、最近ではコロナ対策と５０周年の記念誌 

創りをして、２０２１年６月に京王プラザ多摩に転勤し

て参りました。この後は５０周年記念の動画を観覧して 

最後にホテルではクリスマスケーキやローストビーフ 

おせち等承って居りますので皆様のご利用をお待ちして

おります。 

 

◎ 閉会点鐘           会長 杉山 真一 

地区職業奉仕委員会主催のセミナーが開催されました。 

ロータリークラブの根幹である職業奉仕について、これか

らも活発な論議が期待されるところですが、今年度は渋沢

栄一の生涯から読み解き、世界の平和と共存を目指す

SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発

目標）を理解し、これからのロータリー活動を見据える講

演となりました。約 200 名のロータリアンが参加され、当

クラブ 森本由美会員が登壇されていました。 

 記） 初野有人 

日 時：2021年11月12日（金） 14:30～17：20 

 場 所：ホテルニューオータニ 「鳳凰の間」 

   

 

 

 

※会員の皆様にお願い‼ スピーチには原稿を‼ 

今週の担当 菊池  敏      

 

 

 

 

 

 

 

年内の例会予定 

11月 17日（水） 

11月 24日（水）ガバナー公式訪問 夜例会 

12月 1日（水） 

12月 8日（水）                                

12月 15日（水）クリスマス会・年次総会 夜例会 

12月 22日（水）定款休会  

 

                                    


