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【司会】 ＳＡＡ・親睦委員会  森本 由美 

      【 会長・幹事 就任式 】 

◎木槌・バッジ・タスキ引継ぎ 

   直前会長 杉山真一・会長 堤  香苗 

◎バッジ・タスキ引継ぎ  

   直前幹事 初野有人・幹事 大槻一夫 

◎記念撮影 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎開会点鐘            会長 堤  香苗 

◎国歌およびロータリーソング 斉唱  

           ソングリーダー 菊池  敏 

「君が代」「我らの生業」 

◎「四つのテスト」唱和  

ＳＡＡ・親睦委員会  森本 由美 

◎お客様紹介                会長 堤  香苗 

多摩東グループ ガバナー補佐  遠藤
えんどう

 泰夫
やすお

 様 

 多摩東グループ グループ幹事  内藤
ないとう

 善久
よしひさ

 様 

 岡山西南ロータリークラブ    椎原
しいはら

 裕二
ゆうじ

 様 

 

◎お客様ご挨拶    

多摩東グループ ガバナー補佐  遠藤
えんどう

 泰夫
やすお

 様 

 

一緒に来てる内藤善久は入会して3年が過ぎた所で

ございましてまだ入会ほやほやなんですが、なぜ彼がグ

ループ幹事になったかというと、彼とはかなり付き合い 
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 2022-2023 年度 
        ２０１８～２０１９年度 

原点回帰 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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 堤 香苗  幹事 大槻一夫   

会報・記録委員長 田崎博実  副委員長 三田みよ子 

委員 森本由美 入沢修自 伊藤綾乃 福岡均 遠藤二郎 田村豊      

HP：https://www.tama-green.jp/      

 

mailto:Eメールtokyotamagrc@gmail.com


が古くて彼のおじいさんが当クラブのチャーターメン

バーでございまして、クラブが出来た時に親クラブの府

中ロータリークラブから移籍をしてきましてそれから

のお付き合いです。 

彼のお父さんが青年会議所で私の後輩にあたりまして、

お父さんともお付き合いをさせて頂いておりました。親

子3代にわたってお付き合いをさせて頂いてる非常に感

慨深いところがあって、先輩に教えてもらったことを彼

に引継ぎしなければいけないと思っています。またクラ

ブには私の先輩がかなりおりまして東グループで遠藤

と言いますと遠藤二郎さんの方が有名なんですね。地区

に行って多摩の遠藤さんと言うと私じゃなくて大体遠

藤二郎さんのことなんですね。それくらいの地区では優

秀で有名な方がおりますので勉強することが沢山ある

かと思います。今年 1年間ガバナーの代わりに地区のこ

とを色々情報としてお伝えしたり皆さんの要望を地区

に持って帰って伝えたいと思います。今年度はグループ

全体としての交流をしたいと思っていますので皆様方

のご協力をお願い致します。 

 

◎会長就任挨拶         会長 堤  香苗

遠藤ガバナー補佐の非常に温かい1年間こんな風にやっ

ていこうというご挨拶と共に、その前から多摩東グルー

プで集まっている中で分からないことなど一緒にクラ

ブの目線でご相談に乗って頂いていたりと、今でも会長

の任が務まるのか行きつ戻りつしてるところがありま

すが、お引き受けをさせて頂いたからにはしっかり 1年

間皆さんに楽しんで頂ける皆さんの多摩グリーンロー

タリークラブだと思って頂けるようなクラブ運営をし

ていきたいと思っています。お手元の活動計画書の中に

も書かせて頂きましたがテーマは「原点回帰」というこ

とで進めたいと思います。2022－23年度の RIのテーマ

でございますイマジンロータリー。地区のテーマは「ロ

ータリーを広げよう」です。1990年に創設された私たち

のクラブもめでたく 30 周年を迎えまして新しく変革す

べき年になったと思います。今年度の RI 会長のジェネ

ファー・ジョーンズさんも私と同じ女性経営者です。ロ

ータリークラブと言うのは非常に格式があって最初に

できた時は女子供は入ることを許されていなかった、そ

んなクラブが今、女性を会長に担ぎ出し、DEI、多様性と

公平性とインクルージョン、色々な方々、各人を内包し

て行って、私は実は公平性のイコールが凄くいいなと思

っていて、同じにするではなくて、それぞれの違いを認

めながら一緒にこのロータリー活動が出来るように配

慮していくということが公平性の一番大事なメッセー

ジ何だろう、決して同じようでなく公平にみんなが関わ

れるようにそれぞれの立場の中でそれぞれの役を担っ

ていく。私自身ももっともっと沢山の職業の方老若男女

に参加してもらえるようなあらゆる人が歓迎されてい

る会員として尊重されているクラブの環境作りを行わ

なければならないんだなと思っています。今年は多摩グ

リーンは例会場や事務局の移転、交換留学生の受け入れ

もあります。私たち一人一人が変化を主体的に受け入れ

て国際奉仕や地域奉仕、ロータリアンの意義を発信して

いくべきなのではないかと思っています。「なぜ自分は

ロータリー活動を続けて行くのか」という意味を考える

「原点回帰」の年にしたいと思っています。楽しく実り

あるロータリー活動が会員一人一人が主役になれる会

であると思っています。人数が少なくなった今だからこ

そ、それぞれ仕事や人生の話を伺ったりと、他のクラブ

と積極的に合同でイベントを企画したり、魅力的な例会



運営に尽力をして参りたいと思います。是非皆様がとび

きりの笑顔で会の協力を頂けますよう1年間宜しくお願

い致します。 

 

◎幹事就任挨拶         幹事 大槻 一夫 

堤会長の意思をサポートできるよう1年間実行していき

ますので皆様宜しくお願いします。私は入会して 3年で

してまだまだロータリーが分かっておりません。幹事の

打診を受けてから奉仕プロジェクトであったりその他

かなりのダメ出しがありました。かなり凹みましたけど

初野直前幹事に本当にサポートして頂いて、今現状私が

ここにあるんだなと思っております。今年一年間、私の

題目は「将来に向けての 1年に」と掲げております。こ

の1年精一杯ロータリー活動をさせて頂いて今後に繋が

るような自分作りが出来たらいいなと思っております。

今後ともご指導ご鞭撻のほど宜しくお願いします。 

 

◎乾杯！          直前会長 杉山 真一 

堤さん大槻さん 1年間お願い申し上げます。去年 1年は

皆さんのご協力があって成り立ちました。堤大槻年度を

今後も盛り上げて行きましょう。1 年間有難うございま

した。堤大槻年度を宜しくお願いします。「乾杯！」 

 

 

◎会務報告            会長 堤  香苗 

6月 27日、国際ロータリー第 1回公共イメージセミナー

がありました。ズームでやる例会の手引きなども頂戴し

ております。年間 15 回くらい様々なトピックスでの勉

強会がございます。20人程度のクラブでございますので、

委員長副委員長に限らず、学んでみたい会員の方は是非

ご参加ください。 

直前に理事会を開きまして活動計画書並びに事務局の

契約継続について理事で了解をしております。この後 1

回目の理事会を開かせて頂きます。 

関岡さんが会をお辞めになる前に多大な米山貢献をさ

れたということでマルチプルという米山奨学事業への

功績に関して感謝状を頂いております。 

第三回クラブ会長幹事会で杉山前会長宛に感謝状を頂

いております。 

 

 

◎幹事報告           幹事 大槻 一夫 

・配布物： 

第 1428回会報 

    ガバナー月信  7月号 

 ロータリーの友 7月号 

  2022―2023年度 活動計画書 

・回覧物 バギオ通信  7月号 

 

 

◎地区役職委嘱発表       会長 堤  香苗 

 ・日韓・日台特別委員会 委員 

 ・奉仕プログラム委員会・職業奉仕委員会 副委員長 

 ・奉仕プログラム委員会・地域社会奉仕委員会 会員 

                森本 由美 会員  

 ・米山記念奨学委員会・米山資金推進委員会 会員 

                 初野 有人 会員         

 ・米山記念奨学委員会・米山学友委員会 委員 

                 田崎 博美 会員 

 

    【 委員会報告・その他 】  

◎各委員会報告 

 

◎出席報告      出席奨励委員会 初野 有人 

 

会員総数     23名 

  出席義務免除者   6名 

 

出席者数 

出席義務者         11名 

出席免除者       5名 

計          16名 

出席率 16/23 72.73％ 

 

 

 



 

 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員会 初野 有人 

堤  香苗 遠藤ガバナー補佐、内藤幹事、お越し頂き 

      ありがとうございました 

      堤年度、皆さま一年間よろしくお願いしま

す 

大槻 一夫 今年度一年間 宜しくお願いいたします 

萩生田政由 堤.槻年度を祝して！ 

遠藤 二郎 新年度を祝して 

      遠藤泰夫グループガバナー補佐、一年間ご

くろう様です 

足立潤三郎 2022-2023年度 

堤年度の船出を記念して 

峯岸  忠 堤.大槻年度の門出を祝しで 

菊池  敏 新年度を迎えてこの一年 堤、大槻年度を

宜しく応援願います 

      ガバナー補佐遠藤様 宜しくお願いします 

伊澤ケイ子 堤会長、大槻幹事 1 年間よろしくお願い

いたします  

小坂 一郎 堤年度スタートを祝して 

村上  久 2022年度を祝して  

福岡  均 堤会長、大槻幹事年度を盛り上げて行き 

      ましょう！！ 

杉山 真一 堤、大槻年度を祝して 

      ガバナー補佐ようこそ 

小泉  博 お客様ようこそ 

      杉山さん、ハツノさん おつかれさま 

      堤さん、大ツキさん 1年間よろしくおねが 

      いします 

森本 由美 本年度初例会ですね 

      堤新会長、大槻新幹事、1年間よろしくお          

      願い致します 

初野 有人 遠藤がバナー補佐 お忙しい中ありがと 

      うございます 

 

本日の合計  

￥４７，０００（累計４７，０００円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クラブ協議会：各委員会活動計画発表】 

 

[進行]              幹 事 大槻 一夫 

 

※クラブ運営管理関連委員会  統括委員長 菊池  敏 

※プログラム委員会        委員長 伊藤 綾乃 

※ＳＡＡ・親睦委員長       委員長 林田 敏誠 

※出席奨励委員会         委員長 初野 有人 

※会員増強委員会         委員長 森本 由美 

※会報・記録委員会        委員長 田﨑 博実 

※広報委員会           委員長 入沢 修自 

※ロータリー研修委員会      委員長  杉山 真一 

※ロータリー財団・米山奨学委員会 委員長 萩生田政由 

※ロタフェロー委員会       委員長 阿部 亮一 

※奉仕プロジェクト関連委員会 統括委員長 福岡  均 

 

 

◎閉会点鐘            会 長 堤  香苗 

不慣れな中で沢山の皆様の応援を頂いての第 1 回終了が出

来たと思っております。ガバナー補佐幹事に関しましては

ご退席のタイミングを見失ってしまわれたかと思いますが、

皆で力を合わせて東京多摩グリーンロータリークラブを盛

り上げて参りたいと思います。来年の 6 月の最終日まで是

非変わらぬご協力を頂ければと思います。以上を持ちまし

て第1429回例会を終了致します。 

 

 
（今週の担当 福岡  均） 

 

 

 

 

 


