
◇引継式◇
向井直前会長より伊藤会長へ小槌の引継
向井直前会長より伊藤会長へたすきの引継
今井前幹事より牛込幹事へたすきの引継

お客様紹介 （伊藤　孝一会長）
・東京府中 RC　インターアクト年次大会副実行委員長

松村　一夫様

お客様ご挨拶
東京府中 RC　インターアクト年次大会福実行委員長

松村　一夫様

・国際ソロプチミスト稲城
会長　吉田　幸子様

40周年実行委員長　砂塚　有子様
・稲城青年会議所

理事長　伊藤　誠太郎様
専務理事　川本　　真治様

みなさんこんにちは。まずは、伊
藤会長年度の東京稲城 RC さんの初
例会誠におめでとうございます。
さて、我がクラブが提唱している
明星学園インターアクトクラブの
年次大会のご案内に参りました。8

月 1 日にまつりというテーマで、和の心を世界に広げ
ようという事で、明星学園において、開催致します。
ぜひよろしくお願い致します。

国際ソロプチミスト稲城
会長　吉田　幸子様

こんにちは。国際ソロプチミスト
稲城会長の吉田でございます。初
例会にお招き頂きまして誠にあり
がとうございました。日頃ロータ
リーさんには大変お世話になって
おりますことに感謝申し上げます。

私たち、ソロプチミストの活動指針は、女性と女児に
目を向けて取り組むプロジェクトです。なぜ、女性と
女児？と索朴に私たちもそう思いましたが、学校に行
けない 1 億１千万人のこどもの約 60％が女児で、1
日 1ドル以下で暮らしている 12 億の人々のうち 70％
が女性だそうです。性的奴隷の目的で毎年国境を越え
て人身売買されている 80％が女性で、未だに世界中
で女性と女児は、女性であるというだけの理由で差別
や大きな困難に直面しています。貧困家庭の女児は、
教育の機会が与えられず生涯貧困である可能性が高く
なります。ソロプチミストは、そうした女性と女児に
支援をしています。その他、皆様のご支援を頂きなが
ら活動を続けて参りますので、よろしくお願い致しま
す。そして、私たちは今年、認証 40 周年を迎えます。
40 周年記念に二つの事業をすることになりまして、
一つはかねてから計画しておりました「なしの助の時
計台」を稲城長沼駅に設置させて頂きます。これで南
武線の矢野口駅・南多摩駅と 3 駅に寄贈することがで
きました。もう一つは、稲城市立第六中学校の S クラ
ブを認証することになりました。今、この二つの事業
の準備を進めているところです。また、何かとご協力
いただくこともあるかと思いますが、その時はどうぞ
よろしくお願い致しまして、私の挨拶と致します。本
日はどうもありがとうございました。

稲城青年会議所
理事長　伊藤　誠太郎様

本日は東京稲城 RC 初例会誠におめ
でとうございます。さて、5 月のわ
んぱく相撲では、大変なご支援を
頂きましてありがとうございまし
た。昨年度のわんぱく相撲では、
稲城から児玉颯飛君が小学校 4 年
生の部で全国大会で優勝すること

ができました。本年もわんぱく相撲稲城場所で優勝し、
6月 17 日に開催されましたわんぱく相撲東京都大会で
も見事優勝致しました。次は 7 月 29 日に両国国技館
で行われる各都道府県の優勝者で競い合う全国大会が
ございます。今年の調子は大変良いようです。全国も
十分狙えるのではないかと、稲城青年会議所メンバー
一同も期待して見守っています。稲城青年会議所では、
今後も 9 月に稲城に在勤、在住の皆様を対象にした異
業種交流会を計画したり、こちらは毎年開催している
のですが、10 月には市民祭で「かえっこバザール」と
いうおもちゃの交換会を開催するなど、積極的に活動
して行く予定でおりますので、引き続きご指導、ご支
援の程よろしくお願い申し上げます。結びとなります
が、本日はお招き頂きまして、誠にありがとうござい
ます。本当におめでとうございます。

乾杯
（向井　俊右直前会長）

バッジの引継

奈良部前副会長から
川島副会長へ

点鐘
国歌斉唱「君が代」
ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」
「四つのテスト」唱和
「稲城市民憲章」

司会　吉田　伸幸会員
伊藤　孝一会長

全会員
全会員

奈良部　義彦会員
栗芝　貴会員
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◆第 1回　東京稲城ロータリークラブ理事会（7/5 開催）◆
[ 協議事項 ]
①2018-19 年度 RLI 参加者について
昨年から引き続き、佐伯会員と吉田会員に出席頂いて
おりますが、加えて今年は木村会員と牛込会員も参加
するということで決めさせて頂いております。

幹事報告 （牛込　太一幹事）
①バギオだより vol.67 が届いており
ます。
②2750 地区、地区内親睦活動に関す
るアンケートが届いております。
③東京武蔵府中 RCより例会変更のお
知らせが届いております。
④東京 i シティ RCより例会変更のお
知らせが届いております。

⑤東京 i シティ RCより例会場変更のお知らせが届いて
おります。
⑥稲城市環境美化市民運動より第 44回環境美化市民運
動への協力依頼が届いております。
⑦市民活動サポートセンターいなぎよりニュースレ
ターNo.58 が届いております。
⑧東京愛宕 RCより事務局移転のお知らせが届いてお
ります。
⑨本日、上半期会費請求書をお渡ししております。
特別会費については、青少年交換留学生関連の予算書
を同封しております。
⑩インターアクト年次大会参加のお願いを回覧をさせ
て頂きます。
⑪ロータリーレート 1＄=110 円

①ガバナー月信「インスピレーショ
ンになろう」が届いております。
②ロータリーポリオ撲滅チャリティ
ピアノリサイタルの案内が届いてお
ります。
③（株）よみうりランドより役員就任
のご挨拶が届いております。
④2750 地区グアム地区大会の案内が

届いております。
⑤第 15回 RYLA セミナー開催のお知らせが届いており
ます。

地区役員委嘱状授与【今井順一会員】
（伊藤　孝一会長）

新役員理事記念撮影
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明星学苑インターアクト年次大会のご案内。

初例会おめでとうございます。

2018-19 年度初例会にご参加頂き有難度うござ
います。長い御支援よろしくお願いします。
本年度幹事を務めさせて頂きます。皆様宜しく
お願い致します。
伊藤年度のスタートです。1年間頑張って下さ
い。
伊藤会長、牛込幹事　年度スタートお目出とう
ございます。
伊藤・牛込年度スタート　お目出とうございま
す。
会長、幹事　よろしくお願いします。
伊藤さん、牛込さん　一年間がんばりましょう。
伊藤会長、牛込幹事　スタートですね。
2018-19 年度の開始をお祝いします。お客様よ
うこそ。
伊藤牛込丸ご出航おめでとうございます。イン
ターアクト年次大会副実行委員長松村様、国際
ソロプチミスト稲城吉田会長、砂塚様、稲城青
年会議所理事長伊東様、専務理事川本様　よう
こそいらっしゃいました。
伊藤丸の船出ですね。御目出度うございます。
牛込羅針盤とし無事に 31年 6月 30日に帰港
できますように。本日お客様新年度初例会によ
うこそいらっしゃいました。

本日の合計：50,000 円　総計：50,000 円
ニコニコＢＯＸ（佐伯　智美会員）

先々週の訂正出席率 78.57％
出席報告

会員数
29 名
免除数
3名

欠席数
5名
出席率
88.89％

出席数
24 名

免除者出席
1名

（吉田　憲司会員）

委員会報告

誕生日・結婚記念日祝い （佐伯　智美会員）

結婚記念日祝い
竹田　晴一
牛込　太一

7月 29日
7月 20日

睦英夫人
泰子夫人

誕生日祝い

会務報告 （伊藤　孝一会長）

栗芝　貴

渋谷　桂次

小林　利光
鈴木　修司

今井　順一

吉田　伸幸

佐伯　智美

木村　太一

石井　伸昌
吉田　憲司
山本　宏史
出石　環樹
坂上　秀樹

伊藤年度おめでとうございます。また皆で楽し
い 1年にしましょう。
伊藤会長、牛込幹事　1年間よろしくお願い致
します。
伊藤会長、牛込幹事　よろしくお願いします。
お客様ようこそいらっしゃいました。伊藤会長、
牛込幹事 1年間よろしくお願いします。
新年度が始まりますね！伊藤会長、牛込幹事頑
張って下さい。草場の陰で見守っています (笑 )
東京府中 RC松村様、国際ソロプチミスト稲城
　吉田様、砂塚様、稲城青年会議所　伊東様、
川本様　ようこそいらっしゃいました。よろし
くお願い致します。
新年度スタートです。伊藤会長、牛込幹事　よ
ろしくお願いします。
松村様、吉田様、砂塚様、伊東様、川本様　よ
うこそいらっしゃいました。伊藤会長、牛込幹
事　1年間宜しくお願いします。
伊藤年度　初例会おめでとうございます。
ごぶさたしています。雨が降ってきましたね。
8月1日のインターアクト楽しみにしています。
久しぶりの雨ですね。
新年度始まりますね。

竹田　晴一 ( 古稀祝 ) 7 月 20 日
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会長・幹事就任挨拶

2018 年‐19 年度の RC の活動を開始させ
て頂きました。車で言えば若葉マークです
ので、皆様のご支援が大事だと思います。
この車は、いっぱいブレーキがついている
ので、みなさんにいつでも踏んで頂けたら

と考えております。私のテーマと致しましては「地域
に密着した、環境にやさしい奉仕で心豊かに」を掲げ
ました。私は東京稲城 RC に誘われて田村会長、竹田
会長、栗芝会長、川島会長、向井会長と 4 年半いろい
ろと勉強させて頂きました。これからの奉仕の世界を
どうすれば良いのかまだ難しいところがあります。先
輩たちが築いてこられた 45 周年の歴史を引き継いで
守っていきたいと思います。奉仕とは何か、成功する
にはどうしたらいいのかいろいろと考えておりますが、
先ほど理事会で、人生は貸しと借りだという風におっ
しゃった方がありました。確かにそうかもしれません。
ですからまず、自分が動くこと、友達の為に動くこと、
そして友達に手伝って頂くこと、これが上手くいく決
め手ではないかと思っています。今のロータリーは小
さな力です。皆様の RC を大きく広げて、これからの
若い世代が担ってくれる、若者たちが楽しんでくれる
そんな奉仕がしたいと考えております。退会が 2 名あ
り、29 名で出発をしました。これをどう広げるかとい
うことです。そうするとやはり若い人たちが楽しんで
くれるロータリーであれば、次の世代のロータリアン
の発掘に繋がるのではないかとそのように思います。
会員の皆様には、各委員会、全体で目的を持ってロー
タリアンの炉辺の数を増やして欲しいと思います。そ
れを計画して頂きたいなと考えております。ぜひ増強
だけではなくて、各クラブ委員会がありますので、そ
こでも炉辺を開いて頂きたいと思います。炉辺を開く
ということは、退会者をストップさせることにも役立
つのではないかなと思います。嬉しいニュースがあり
ます。関谷会員にお骨折り頂いて、山本さんのご入会
が 7 月 1 日を持って承認されました。まず関谷さんに
お礼を申し上げたいと思っております。みなさんも一

伊藤　孝一会長

こんにちは。緊張してこの場に立っており
ます。どれくらい緊張しているかというと、
普段夢を見ないのですが、はっきりとした
夢を見ました。出席者が 5人しかいない
例会の夢でした。緊張の表れかなと思いま

す。ただ、せっかくこの役割を頂いたので、積極的に
取り組んでいこうという思いでお受けしましたし、頑
張っていきたいと思っております。入会してから 3年
経っていないような状況です。まだまだロータリーの
事がよく分かっていない所もございます。何で 2年半
参加できているのかというと、一番の良さは皆さんん
とお話ができることです。時間的な面や金銭的な面な
どいろいろ問題はありますけども、普段会えないよう
な方々とここに来て話せる、いろいろな奉仕やその他
の活動を一緒にやることが非常に楽しく思えるので、
ここまで参加できていると思っています。そういうこ
とを大事にしながら自然体で続けていければきっとご
迷惑をおかけすることなく続けられるのかなと思って
ます。いろいろ問題も起こるかもしれませんけれども、
その点はご指導ご鞭撻頂いて、素直に伺って修正しな
がら何とか前に進めて行けたらと思っています。先日、
東京多摩 RCさんの例会に表敬訪問させて頂きました。
そこで幹事の方が何をおっしゃるのかなと思って伺っ
ていたらこうおっしゃていました。出席・欠席の連絡
は必ず入れてくださいと言っていました。幹事の仕事
はこういう事なんだなと思いました。コミュニケーショ
ンが一番大事です。スタートラインが出席・欠席のご
連絡だと思いますので、出席のご連絡をぜひ頂いて、
これから楽しく例会が続けていければと思います。み
なさんから指導ご鞭撻頂きながら頑張りたいと思いま
す。どうぞよろしくお願いします。

牛込　太一幹事

クラブ協議会 （伊藤　孝一会長）

す。それもダメな時は、私と田村さんで対応するとい
うことになっていますので、ぜひともよろしくお願い
致します。方針といたしましては、１つめ、委員各位
の連携を緊密に行い、楽しい例会作りを推進し、出席
率の向上に努めます。２つめとしまして、RI テーマ「イ
ンスピレーションになろう」を実現するために奉仕の
輪を広げましょう。3つめとして、クラブ会長テーマ「地
域に密着した、環境にやさしい奉仕で心豊かに」に基
づき、さらなる情熱と行動で取り組んでいきたいと思
います。クラブ管理運営委員会というのは、会の中で
は公約的な部分があるので、特に SAAさんみなさんに
はいろいろあります。また、出席の方も規程がござい
ますので、がんばりましょう。プログラム委員会は、
基本的な方のお名前を載せていますが、ここ数年では
人数が少ないので、各委員全員が、一人一つ誰か講師
を紹介して頂きたいと思っております。その中で進め
ていきたいと思いますので、よろしくお願い致します。
みなさんの稲城 RCの輪の中で一年間、伊藤さん、牛
込さんを盛り立ててがんばっていきたいと思いますの
で、ご指導のほどよろしくお願い致します。今年度よ
ろしくお願い致します。

クラブ管理運営委員会　
（川島　保之委員長）

本年度クラブ管理運営委員会委員長をやらせて頂きま
す川島保之でございます。一年間いろいろご迷惑をお
かけしますが、よろしくお願いします。本年度、副委
員長は田村会員、委員として横田さん、馬場さん、秋
山さん、城所さん、栗芝さん、渋谷さん、小林さん、
鈴木さん、佐伯さん、石井さん、吉田憲司さん、出石
さん、坂上さん でございます。実施計画ですが、大変
心苦しいのですが、とりあえず私の方で決めさせて頂
きました。いろいろご意見あるかもしれませんが、限
られた人数でございます。その中でロータリーの寛大
な精神で一年間お付き合頂ければありがたいと思って
います。なお、一応委員長ということで、4名の方の
お名前を入れておきました。どうしても都合が悪い時
は、できれば各委員会の中で意見交換をして、出られ
ない時には代役を立てるような対応をお願いいたしま

人でも多くお声がけ頂いて、30 名から始まっています
から 31 名に、そして一人でも増やしていきたいと思い
ます。これから長い一年になりそうですが、ご支援と
ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。
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会長、幹事　よろしくお願いします。
伊藤さん、牛込さん　一年間がんばりましょう。
伊藤会長、牛込幹事　スタートですね。
2018-19 年度の開始をお祝いします。お客様よ
うこそ。
伊藤牛込丸ご出航おめでとうございます。イン
ターアクト年次大会副実行委員長松村様、国際
ソロプチミスト稲城吉田会長、砂塚様、稲城青
年会議所理事長伊東様、専務理事川本様　よう
こそいらっしゃいました。
伊藤丸の船出ですね。御目出度うございます。
牛込羅針盤とし無事に 31年 6月 30日に帰港
できますように。本日お客様新年度初例会によ
うこそいらっしゃいました。

栗芝　貴

渋谷　桂次

小林　利光
鈴木　修司

今井　順一

吉田　伸幸

佐伯　智美

木村　太一

石井　伸昌
吉田　憲司
山本　宏史
出石　環樹
坂上　秀樹

伊藤年度おめでとうございます。また皆で楽し
い 1年にしましょう。
伊藤会長、牛込幹事　1年間よろしくお願い致
します。
伊藤会長、牛込幹事　よろしくお願いします。
お客様ようこそいらっしゃいました。伊藤会長、
牛込幹事 1年間よろしくお願いします。
新年度が始まりますね！伊藤会長、牛込幹事頑
張って下さい。草場の陰で見守っています (笑 )
東京府中 RC松村様、国際ソロプチミスト稲城
　吉田様、砂塚様、稲城青年会議所　伊東様、
川本様　ようこそいらっしゃいました。よろし
くお願い致します。
新年度スタートです。伊藤会長、牛込幹事　よ
ろしくお願いします。
松村様、吉田様、砂塚様、伊東様、川本様　よ
うこそいらっしゃいました。伊藤会長、牛込幹
事　1年間宜しくお願いします。
伊藤年度　初例会おめでとうございます。
ごぶさたしています。雨が降ってきましたね。
8月1日のインターアクト楽しみにしています。
久しぶりの雨ですね。
新年度始まりますね。
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例会日：毎週木曜日 12 時 30 分  毎月最終木曜日 18 時 30 分
例会場：よみうりグリーン・クラブ 2F　メンバーズサロン
事務局：東京都稲城市東長沼 1733-3　グリーンハイツ 202 号室
ホームページ：http://inagi-rc.org/

会長　伊藤　孝一　幹事　牛込　太一
公共イメージ委員会
委員長　　関谷　宗道
副委員長　栗芝　　貴

委員　大谷　日出夫
委員　秋山　　裕造
委員　城所　　達也

委員　向井　俊右
委員　渋谷　桂次
委員　小林　利光
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す。それもダメな時は、私と田村さんで対応するとい
うことになっていますので、ぜひともよろしくお願い
致します。方針といたしましては、１つめ、委員各位
の連携を緊密に行い、楽しい例会作りを推進し、出席
率の向上に努めます。２つめとしまして、RI テーマ「イ
ンスピレーションになろう」を実現するために奉仕の
輪を広げましょう。3つめとして、クラブ会長テーマ「地
域に密着した、環境にやさしい奉仕で心豊かに」に基
づき、さらなる情熱と行動で取り組んでいきたいと思
います。クラブ管理運営委員会というのは、会の中で
は公約的な部分があるので、特に SAAさんみなさんに
はいろいろあります。また、出席の方も規程がござい
ますので、がんばりましょう。プログラム委員会は、
基本的な方のお名前を載せていますが、ここ数年では
人数が少ないので、各委員全員が、一人一つ誰か講師
を紹介して頂きたいと思っております。その中で進め
ていきたいと思いますので、よろしくお願い致します。
みなさんの稲城 RCの輪の中で一年間、伊藤さん、牛
込さんを盛り立ててがんばっていきたいと思いますの
で、ご指導のほどよろしくお願い致します。今年度よ
ろしくお願い致します。

みなさんこんにちは。本年度奉仕プロジェクト委員会
の委員長をやらせて頂く木村です。よろしくお願い致
します。奉仕プロジェクト委員会は委員長をやらせて
頂きまして、副委員長は吉田伸幸会員、委員として横
田会員、栗芝会員、佐伯会員、石井会員、吉田憲司会員、
出石会員、坂上会員で運営していきたいと思います。
方針は、本日配布させて頂いている活動計画書にもあ
るのですけども、会長テーマに沿って、ロータリーの
基本でもあると思うのですが、奉仕活動を行っていき
たいと思います。実施計画としましては、地域活動へ
参加として、稲城市民祭りでのオリジナルカレンダー
作り、多摩川・三沢川の清掃です。次に青少年健全育
成に関する事業として、ホタルの放流及び鑑賞。第 5
回英語スピーチコンテストを行います。最後に国際奉
仕活動として、台湾林園 RC との友好を深めていきた
いと思います。今年からホタル及び鑑賞という新しい
事業が始まりますので、細かいことはまだ決まってい
ませんが、これから会長と共に地域に貢献できるよう
な活動ができればと思います。よろしくお願い致しま
す。

今年も第五回英語スピーチコンテスト実行委員会の委
員長に任命されました。川島年度から奉仕プロジェク
ト委員会の仕事を軽減するために英語スピーチコンテ
ストを切り離して、会長に直属することになっており
ます。
今年は１２月８日に中央文化センターにて開催しま
す。会場は今までよりも広くて良いそうです。地区補
助金は、向井年度の４月から申請し、今年の６月に承
認されました。補助金額は今までより多い金額で申請
致しました。伊藤会長と牛込幹事と相談して経費を倍
加させて、使い切れるように頑張りました。
向井年度から早くも第五回英語スピーチコンテストの
ためにいろいろと動き回っております。各中学校の校
長と面談をしたり、各中学校の英語教諭先生と話し
合ったり、現場の声を伺ってみました。ある中学校の
校長から、小学生にも門戸を広げてはどうかとの意見
を頂き、６月５日に伊藤会長、牛込幹事と共に校長会
に出席し、趣旨を説明して小学校の校長先生方の賛同
を頂きました。
今年からは、小学５、6年生を相手に暗唱部門を作り
ました。また、市教育委員会の後援から共催にグレー
ドアップするにようにと高橋市長と小島委員長にお願
いしましたが、準備不足の為今年度はそのままで松原
次年度からは共催するように協力していただけるとお
返事を頂きました。１２月 8日の開催にあたっては今
まで通り、奉仕プロジェクト委員会、公共イメージ委
員会、そしてクラブ管理運営委員会を含め全員が一丸
となって伊藤会長の下で頑張っていきたいと思ってお
ります。どうぞよろしくお願い致します。

奉仕プロジェクト委員会
（木村　太一委員長）

ロータリー財団委員長を拝命致しました竹田です。副
委員長は秋山会員、そして河合、竹村、奈良部が会員
となっております。全員がロータリー財団の委員長を
経験しております。私にとっては強力な助っ人である
と思っております。
方針としては、社会奉仕につながるインスピレーショ
ンを感じ、熱いウェーブを呼び起こして、会長テーマ
である「地域に密着した、環境にやさしい奉仕で心豊
かに」に則り、ロータリー財団への支援を惜しまずに
全会員に声をかけて最大限の協力を頂けるよう努力す
る。
実施計画については、活動計画書のとおり。但し、
１．年次基金については会員 1名につき１５０ドル、
ポリオプラスへの寄付について今年からは会員 1名に
つき３０ドルとなっております。当クラブは 30名会
員なので負担は軽くなっております。しかし、会員の
多いクラブは負担増となっております。
２．については、既にベテラン会員に声をかけて賛同
を頂いております。今年は一つの寄付金を何人かにお
願いしようと考えております。是非、若手の会員にも
賛同いただけるようにお願い致します。寄付金は全額
近い控除ができます。牛込幹事が税務に精通しており
ます。ご不明な点等ございましたら是非彼に確認して
ください。
３．については地区補助金の承認がすでに降りました。
今年は増額となっております。
４．については前年度より 20%以上の目標を設定し
ております。そのためにも、項目２にある複数会員の
協力を是非お願いしたいと思っております。
どうぞよろしくお願い致します。

【英語スピーチコンテスト】
（竹田　晴一実行委員長）

ロータリー財団委員会
（竹田　晴一実行委員長）

本年度クラブ管理運営委員会委員長をやらせて頂きま
す川島保之でございます。一年間いろいろご迷惑をお
かけしますが、よろしくお願いします。本年度、副委
員長は田村会員、委員として横田さん、馬場さん、秋
山さん、城所さん、栗芝さん、渋谷さん、小林さん、
鈴木さん、佐伯さん、石井さん、吉田憲司さん、出石
さん、坂上さん でございます。実施計画ですが、大変
心苦しいのですが、とりあえず私の方で決めさせて頂
きました。いろいろご意見あるかもしれませんが、限
られた人数でございます。その中でロータリーの寛大
な精神で一年間お付き合頂ければありがたいと思って
います。なお、一応委員長ということで、4名の方の
お名前を入れておきました。どうしても都合が悪い時
は、できれば各委員会の中で意見交換をして、出られ
ない時には代役を立てるような対応をお願いいたしま

点鐘 （伊藤　孝一会長）
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