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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』

例会場：
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事務局：
連絡先：
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司会　吉田　伸幸　副幹事
伊藤　孝一　会　長

全会員
全会員

木村　太一　会　員
吉田　憲司　会　員

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」

よみうりグリーン・クラブ2F メンバーズサロン
毎週木曜日12時30分／毎月最終木曜日18時30分
稲城市東長沼1 7 3 3 - 3  グリーンハイツ2 0 2号室
TEL 042－377－3041／FAX 042－377－5535
h t t p : // i n a g i - r c . o r g

№2187例会　日時：2019年3月7日（木）12:30～13:30　場所：丘の湯プラザ２F 天安サロン

お客様紹介 （伊藤 孝一  会長）

お客様ご挨拶 委員会報告

を使用しているクラブ）
④NPO法人市民活動サポートセンター稲城よりニュース
レターNO.60 が届いております。

幹事報告 （牛込 太一  幹事）

①東京多摩RCより例会変更のお
知らせが届いております。
②東京渋谷RCより観桜会のご案
内が届いております。
③クラブ事務所住所表記変更の
お知らせが届いております。

（グランドプリンスホテル新高輪 1F　エグゼクティブフロア

会務報告 （伊藤 孝一  会長）

①ポリオ撲滅チャリティゴルフ組
み合わせの詳細が届いております。
②グアム地区大会参加の御礼が
届いております。
③青少年交換学生ホストクラブ・

ホストファミリー会議のお知らせが届いております。
4月7日（日）　国立オリンピック記念青少年総合セン
ターにて
④ロータリーデー 2750フェスタのチラシをいただいており
ます。

多摩東グループでは4月24日にインターシティミーティング
と開催させていただきます。多摩東グループでは約半数
のクラブが会員増強ができていない状況です。やはり会
員基盤がしっかりしていないと次に進めませんので、第一
部では会員増強についてのパネルディスカッションをした
いと思っております。第二部では今年度の経験を次年度
に繋げるというようなグループ討議をしたいと思っておりま
す。ぜひ皆様方のご参加をお願いしたいと思っておりま
す。5月17日にロータリーデーが開催されます。ぜひご協
力いただけますよう宜しくお願い致します。

出席報告（石井 伸昌  会員）多摩東グループ　ガバナー補佐　松村 信幸  様

誕生日・結婚記念日祝い（佐伯 智美  会員）

誕生日祝い
・馬場 輝彦　3 月 12 日
・向井 俊右　3 月 16 日
・鈴木 修司　3 月 22 日
・山本 一隆　3 月 31 日

結婚記念日祝い
・城所 達也  薫夫人
　　　　　　3 月 27 日

先々週の訂正出席率 70.37％
会員数
３1名
免除数
４名

出席数
22名

免除者出席
1名

欠席数
9名

出席率
78.57％

最近の天候は降水量は少なく降ったりやん
だり、夏の水不足にならないか心配です。
確定申告あと一週間。お尻に火が点いてま
す！
台湾林園 RCの救急車贈呈式に参加出来
ましたので。
ガバナー補佐松村様ごくろう様です。
イニシエーションスピーチ髙畠弘二さん楽し
みです。
高雄市への救急車贈呈式に行って来ました。
副市長、局長さんから大変感謝されました。

今日はお世話になります。

本日の合計：26,000円　総計：822,000円
ニコニコBOX（佐伯 智美  会員）

東京府中 RC　松村 信幸様

伊藤 孝一 会長

牛込 太一 幹事

竹村 寛

横田 定利
城所 達也

向井 俊右

◆第9回東京稲城ロータリークラブ理事会（3/7開催）◆

【報告事項】
①林園RC救急車贈呈式について
45周年記念事業で林園RCへ寄付をしました。その寄
付金を使って林園RC様が医師を乗せる車と消毒薬を乗
せるトラックを購入され、高雄市へ寄付されました。その
贈呈式へ竹村会員、関谷会員、向井会員、川島会員、
山本一隆会員の5名がご参加いただきました。

【協議事項】
①親睦旅行について
5月19-20日に行われます。場所は鬼怒川温泉です。是
非皆様参加頂きたいとお願い致します。
②プロアマチャリティゴルフ（6/3）について
今回は東京稲城RCがホストクラブとなりますので、ぜひ
参加頂きたいと思います。

多摩東グループ　ガバナー補佐
松村 信幸  様  （東京府中RC）
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点　鐘 （伊藤 孝一  会長）

謝　辞 （伊藤 孝一  会長）

髙畠 弘二 会員紹介（今井 順一  会員）

今日はこのような場を頂きまして、
なかなか自分の事をしゃべる機会
がなく、昨日一生懸命夜中資料を
作りました。とりとめのない話にな
るかと思いますが、宜しくお願い
致します。
1977 年（昭和 52 年）に生まれま
した。41 歳です。出身は石川県

白山市という小さな港町で生まれました。ここで高校まで
過ごしましたが、小学校 3年の時には立派な肥満児でよ
く保健室に呼び出されて生活指導を受けていました。両
親は二人とも公務員で、6歳離れた兄と二人兄弟です。
幼稚園の頃から剣道を始め、高校生まで続けました。
人を喜ばせる事（サプライズ）が大好きで、両親や友達の
誕生日に喜ばせる企画をたてたりしていました。土地柄、
ゆったりした雰囲気の街なのでのびのびと小学生の頃は
育ちました。中学時代は結構真面目で剣道部では主将を
させていただきました。生徒会長も経験しました。高校は
石川の星稜高校です。ヤンキースの松井選手やサッカー
の本田選手の卒業校でもあります。剣道も中学までは一
番強かったのですが、高校に入学すると強い子がたくさ
んいてなかなか勝てず、レギュラーにもなれず挫折してし
まいました。その時ちょうど音楽にはまり始め、具体的に
はピアノを始めました。普通の高校生は 3年生になると予
備校に通いますが、私はピアノ教室へ通い、見事に受験
は失敗し一浪して日本大学へ入学しました。大学に入っ
たら余計に勉学ではなく、音楽に明け暮れ始め、音楽で
プロを目指そうと思って色々活動しておりました。
大学は一年半留年し、中途入社で契約社員として社会人
をスタートしました。ダイオーズの営業職としてボトルウォー
ターを飛び込み営業しておりました。一カ月経つとみんな
辞めてしまいましたが、三カ月でトップの成績になり、正
社員にさせていただきました。その三か月後、スランプに
陥り会社と揉めて退職しました。
その後、派遣会社へ転職し、10 年近く勤務した後、次
の稲城の会社へ転職しました。その会社は大手の下請け
になるのですが、営業全般や資材調達などをしていまし
た。小さな会社だったので、何でもやっていました。
その後、今の会社を設立し、POSレジやタブレット、ネッ
トワーク機器の設置をメインでやっております。NECさん
と東芝さんの下請けとして行っております。
夢は自分の家族、従業員、周囲の方たちを含め、みん
なが幸せを実感できるような大きな会社を作る事です。

ありがとうございました。私の知っている石川県人と違う
気がしました。地域的に自分のところに閉じこもってしま
う人が多い気がします。RCをやっていくには本当に必要
な人だなと感じました。

啓蟄がすぎて桜の蕾も少しずつ膨らみこれ
から希望に満ちた春を迎えます。
髙畠会員イニシエーションスピーチよろしく。
お客様ようこそいらっしゃいました。高畠さ
んイニシエーションスピーチ楽しみです。
松村様ようこそ。高畠さんイニシエーション
スピーチよろしくお願いいたします。
髙畠会員よろしくお願いします。
髙畠様、イニシエーションスピーチ楽しみで
す。
髙畠さん緊張していますか？大丈夫です！
髙畠さん、イニシエーションスピーチよろし
くお願いします。
松村様ようこそいらっしゃいました。髙畠さ
んよろしくお願い致します。
三女が初節句をむかえる事ができました。
髙畠さんスピーチ宜しくお願い致します。
久し振りの出席となってしまいました。グア
ムに行けなくてとても残念です。
今朝ドアの角にカカトをぶつけ悶絶しました。
歩きたくないです。
健康にすごせて感謝です。
台湾、勉強になりました。
イニシエーションスピーチ宜しくお願いしま
す。

東京稲城ロータリークラブ
会長　伊藤 孝一 　 幹事　牛込 太一

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

公共イメージ委員会
委 員 長　関谷 宗道
副委員長　栗芝 　貴

竹田 晴一

松原 一郎
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
山本 一隆
髙畠 弘二

例会日：
例会場：
事務局：
ホームページ：

毎週木曜日12時30分／毎月最終木曜日18時30分
よみうりグリーン・クラブ2F  メンバーズサロン
東京都稲城市東長沼1733-3 グリーンハイツ202号室
　　　  http://inagi-rc.org/

3月3日から5日まで台湾の高雄市の林
園RCに行ってまいりました。3月4日に
高雄市の高雄市政府衛生局というとこ
ろで救急車と消毒機材を運ぶ車両2台の贈呈式へ参加
してまいりました。高雄市に大変感謝をされ、副市長か
ら直接感謝状を頂戴して参りました。
高雄市の南部ではデング熱の流行が深刻なため、この
車両を使ってデング熱を退治したいという事のようです。
気象条件で大変苦しんで頂いている地域の方々にRCが
力を添えるということは大変意味深い事だなと私は感じま
した。

○2019-20年度組織表（案）について
（松原 一郎 会長エレクト）

2019-20年度活動計画書用
会員情報確認のお願い

イニシエーションスピーチ

○林園RC救急車贈呈式の報告
（向井 俊右 パスト会長）


