
幹事報告 （牛込　太一幹事）
①第 68回社会を明るくする運動へ
の御礼が届いております。
ご参加頂いた方どうもありがとう
ございました。

①地域社会奉仕委員会から卓話の
依頼が届いております。
②米山奨学事業に関する卓話・派
遣の依頼が届いております。
③国際奉仕委員会から卓話の依頼
が届いております。

お客様紹介 （伊藤　孝一会長）
・多摩東グループ　ガバナー補佐

松村　信幸様 ( 東京府中 RC)
・多摩東グループ　グループ幹事

大木　稔様 ( 東京府中 RC)
お客様ご挨拶

多摩東グループ　ガバナー補佐
松村　信幸様 ( 東京府中 RC)

みなさんこんにちは。今年度多摩東グ
ループのガバナー補佐を務めさせて頂
きます東京府中 RC の松村信幸と申し
ます。どうぞよろしくお願い致します。
ガバナー補佐の役割として、ガバナー
公式訪問前に各クラブを訪問してクラ
ブ協議会に出席するという役割がござ

います。そのクラブの一番の課題について皆様方で話し合っ
て良い年度にしていく為の協議会でございます。伊藤会長、
牛込幹事を中心に、今年度は素晴らしい年度になりますよう
祈念しております。どうぞよろしくお願い致します。

多摩東グループ　グループ幹事
大木　稔様 ( 東京府中 RC)

今年多摩東グループ幹事を務めます東
京府中 RC の大木稔です。どうぞ一年
間よろしくお願い致します。

会員増強賞表彰状及びスポンサーピン授与
（伊藤　孝一会長）

竹田会員ご長男結婚お祝い （伊藤　孝一会長）

点鐘
ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」
「四つのテスト」唱和

司会　吉田　伸幸副幹事
伊藤　孝一会長

全会員
竹村　寛会員

国際ロータリー第 2750 地区

東京稲城ロータリークラブ

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』
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今年度多摩東グループのガバナー補佐を務めま
す松村信幸です。

同じくグループ幹事を務めます大木稔です。微
力ながら二人で精一杯務めさせていただきます
のでどうぞよろしくお願いいたします。

ガバナー補佐　松村様、グループ幹事　大木様
　ようこそいらっしゃいました。
ガバナー補佐　松村様、グループ幹事　大木様
　ようこそお越し下さいました。
本年度活動計画発表の委員長様ご苦労様です。
ガバナー補佐　松村様、グループ幹事　大木様
　ご苦労様です。
松村ガバナー補佐、大木グループ幹事　ようこ
そいらっしゃいました。
会長、幹事１年間よろしくお願い致します。
早朝の雨　暑さにまけずにね！
松村様、大木様ようこそいらっしゃいませ。
サルスベリが咲き出し、夏本番ですね。
西日本の豪雨災害大変ですね。
皆様元気ですか。本日松村ガバナー補佐、大木
グループ幹事様ようこそいらっしゃいました。
協議会発表、山本増強委員長よろしく。
松村様　大木様　ようこそいらっしゃいまし
た。
松村様、大木様　ようこそ。

本日の合計：30,000 円　総計：80,000 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
9名
出席率
74.07％

出席数
20 名

免除者出席
1名

（鈴木　修司会員）

委員会報告

松村ガバナー補佐、大木グループ幹事　よろ
しくお願いします。
西日本豪雨大変な被害となってしまいまし
た。心配です。
日曜日にホストクラブ・ファミリー会議があ
りました。ホストファミリーの皆様方がとて
も協力的・好意的でよかったです。
ガバナー補佐　松村様、グループ幹事　大木
様　ようこそいらっしゃいました。よろしく
お願いします。
松村様、大木様　ようこそいらっしゃいまし
た。
暑くなってきました。体調に気をつけていき
ましょう。
松原さん早目にゴルフでリハビリしましょ
う！

小林　利光

鈴木　修司

今井　順一

吉田　伸幸

佐伯　智美

山本　宏史

坂上　秀樹

会務報告 （伊藤　孝一会長）
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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/
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東京稲城ロータリークラブ

アレンジメントだと夏場はすぐにダメになってしまうので、
7・8 月は鉢植えの方が良いというアドバイスを頂きました。
今後はそのように致しましたので、7・8 月が結婚記念日の
方は鉢植えが届きますのでよろしくお願い致します。
卓話について （栗芝　貴プログラム委員長）

私は本年度プログラム委員長ということで、今
日例会終了後に委員会を開く予定です。皆様に
もこういう人をご推薦したい、できるというプ
ランが何かございましたら ,
どんどんご推薦頂きたいです。過去にはフルー

トの演奏、１月には大正琴を披露して頂いたことがございま
した。今年度は２３回程度、卓話の予定を作らなければなら
ないので、米山や財団の方にお願いして来て頂く、もしくは
稲城市の教育関係の方や環境関係の方に来て頂ければと考え
ています。楽しい卓話を重ねていきたいと思います。ご意見
あればご推薦頂ければと思います。ぜひよろしくお願い致し
ます。
青少年交換留学生について
（今井　順一カウンセラー）

先週の日曜日にオリンピック青少年センター
で , 第２回ホストクラブ・ホストファミリー会
議がございました。うちのクラブでは４家族に
預かってもらう予定です。その家族に全員出席
して頂きまして、イタリアからの留学生ジャン

ルカをどのようにしていくかと、会議終了後も集まって話し
合いました。ジャンルカは8月10日に羽田に到着致します。
受け入れるのはこのクラブですので、ぜひ出迎えに来て頂け
ると喜んでもらえると思います。最初が何事も肝心だと思い
ますので、気持ち良く迎えて一年過ごせるようにご協力頂け
ればと思います。

2017-18 年度多摩東グループ残金返金について
（向井　俊右直前会長）

2017-18 年度の、多摩東グループの IM の残金
とグループ分担金の余剰金の返還の明細が届い
ていますので、回覧致します。2017-18 年度
のお金でありますから本来はその会計の中に入

るべきものでありますが、従来の慣例で、伊藤年度の雑収入
ということで処理をさせて頂くことになると思います。

７月 26 日は、18 時 30 分～ 19 時 30 分でご
ざいます。会長・幹事の方たちは、協議会が
16 時からです。一般の会員さんは 17 時 30 分
頃から食事を食べて頂いて、スタートが 18 時
30 分ですので、それまでにお食事をして頂き

たいと思います。稲城 RC とｉシティとの合同例会でござい
ますので、各クラブごとに席を設けます。1 名でも多くの方
のご参加をお願い致します。

7・8月結婚祝いのお花について
（佐伯　智美親睦委員長）

点鐘 （伊藤　孝一会長）

講評 （松村　信幸　ガバナー補佐）
今日は皆様方の貴重な意見を聞かせて頂きありがとうござい
ました。会員増強は、ロータリーが続く限り永遠に続くテー
マだと思います。会員増強とは、ただ人数を増やすだけでな
くて、増やして強くするということです。クラブを強くする
為には、人数が増えていかなければいけません。退会防止と
いうのがまずは一番大事だと思います。新しい人が増えても
退会者が増えていたのでは純増にはなりません。ロータリー
は人生道場とも言われておりますので、何か新しい発見が
あったり、親睦ができるというのが大事だと思います。ぜひ
一人でも新しい会員を入れて頂いて楽しい例会にして、退会
者がないようにしたいです。一年間どうぞよろしくお願い致
します。ガバナー公式訪問 (7/26) について

（川島　保之クラブ管理運営委員長）

本年度会員増強委員長を仰せつかりました山本です。会長の
テーマを基に、まずみなさんにお願いしたいのは、入った方
が辞めないように心がけて頂きたいと思います。女性が居る
クラブと居ないクラブが二極化していて、女性がいない所は
ずっといないのですが、居る所はずっと増えています。ぜひ
今年度は女性を迎え入れて、今までとちょっと違うクラブに
したいと考えています。次に若い世代ですが、特徴としては、
非常に忙しい世代であるというのが特徴かと思います。この
世代の関心としては、ビジネスを発展させたい所に興味があ
ると思います。奉仕活動を通じて、素晴らしい方達と出会え
る素晴らしい会だと思います。ぜひその点をＰＲしていけれ
ば若い方たちも入会するのではないかと思います。

クラブ協議会 （伊藤　孝一会長）
会員増強委員会より活動方針と計画発表
（山本　宏史会員増強委員長）
テーマ『会員増強と退会防止について』

伊藤会長：みなさんいつでも会って仲良くできているいう所
からこのクラブは始まるのではないかなと思います。

松原会員：やはり RCは、増強させれば良いというのではな
くて、増強した上で、四つのテストを加味し、退会防止をま
ず第一にして、増強を図るということだと思います。

竹村会員：周りを見ますと女性の会員さんがいらっしゃると
いう所が多いと思います。私の夢ですので、力を合わせて招
待できるようにお願いしたいと思います。

秋山会員：女性会員を入れるのは良いと思います。稲城には
ソロプチミストがあるので、会員の取り合いにならないよう
に配慮が必要だと思います。
佐伯会員：バーベキューやゴルフ、楽しい卓話をまずは見て
頂いて、お誘いするのがいいかなと思います。
今井会員：このクラブは、年代に隔たりがなく、入ってさえ
頂ければ楽しいクラブライフを送って頂けることが間違いな
いと感じています。

Rotary International District2750 TOKYO INAGI ROTARY CLUB

多摩東グループ
　ガバナー補佐
　　松村信幸様
　グループ幹事
　　　大木稔様

伊藤　孝一会長

牛込　太一幹事

竹村　寛
横田　定利

関谷　宗道

秋山　裕造
川島　保之
田村　安久
向井　俊右
竹田　晴一
松原　一郎

栗芝　貴

渋谷　桂次

今年度多摩東グループのガバナー補佐を務めま
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力ながら二人で精一杯務めさせていただきます
のでどうぞよろしくお願いいたします。
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