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№2204例会　日時：2019年7月25日（木）12：30～13：30　場所：丘の湯プラザ2F 天安サロン

委員会報告

早いものでオリンピックまで365 日になりまし
たね～。新田ガバナー補佐ようこそ。本日
のクラブ協議会傍聴よろしく御願いします。
多摩東グループ ガバナー補佐新田様、よう
こそいらっしゃいました。よろしくお願い致し
ます。
ガバナー補佐　新田様　ようこそ。
7/20（土）長 野 県 上 高 地 大 正 池・明 神 橋、
１日 25000 歩歩いて散歩してきました。
新田様ようこそいらっしゃいました。
昨日オリンピック１年前セレモニー参加して
きました。メダルが大変スバラシイー！！
新たな人生との巡り会いクルーズトレインな
なつ星で夢の休日を楽しんでいます。今別
府駅を出発して宮崎へむかっています。
やっと本格的夏が到来かな。
新田様ようこそいらっしゃいました。
7/23（火）遊園地で稲城市民憲章の日を開
催。市長もあいさつ。

10クラブ目のガバナー補佐訪問です。お世話になります。

本日の合計：28,000円　総計：136,000円
ニコニコBOX（石井 伸昌  会員）

多摩東グループ　ガバナー補佐　新田重彦
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出席報告（伊藤 孝一  会員）
先々週の訂正出席率 93.10％
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司会　川島　保之　副幹事

松原　一郎　会　長
全会員

竹田　晴一　会　員

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

お客様ご挨拶

会務報告 （松原 一郎  会長）

①2019-20年度ガバナーと語ろうロータ
リーの未来のご案内が届いております。
対象者：入会5年未満　クラブ会長推
薦者：80名
場所：クロストーキョー
日時：9月25日（水）17:30受付参加さ

れる方は事務局まで
②インターンシップ受入募集について
理事会を通して、城所会員の青葉幼稚園に御願いできた
らと思います。
幹事報告 （吉田 伸幸  幹事）

①多摩プロゴルフ会より　チャリティー贈
呈式出席の御礼が届いております。来年
度のチャリティ金の贈呈先は調布市との
ことです。
②RIより7月～ 12月までの人頭分担金
の請求書が届きました。

③2018-19年度　多摩東GIM報告書が届いております。
皆様のポストへ入れてありますので、ご確認下さい。
④日本のロータリー 100周年記念ピンバッジ頒布のご案内
が届いております。

『四つのテスト』

お客様紹介 （松原 一郎  会長）

多摩東グループ
ガバナー補佐　新田 重彦 様
　　　　　　 （東京調布 RC）

多摩東グループ
ガバナー補佐　新田 重彦 様（東京調布 RC）

皆様のお手元に多摩東グループの今年のIMのリーフレッ
トをお持ち致しました。テーマは財団です。前半30分で
地区委員長の安保さんに基調講演をしていただきます。メ
ンバーが払った寄付金は、財団のどこにどのくらい使われ
てるのか知りたい。ロータリー財団の全体のお金の流れ
とストックがどうなっているのか。そこが聞きたいポイントと
いうことで、中身を組んで欲しいとお願いしております。
具体的には、ロータリー財団の本部がどこにあり、理事
の人選はどこがどのように行っていて、任期が何年かどう
か。財団の総資産はいくらなのか。その資産の内訳はど
うなっているのか。収入の内訳。などをお話して欲しいと
お願いしております。
後半は地区で補助金を使っている5クラブに事例発表をし
ていただきます。是非、ご参加をお願い致します。
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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/

先 日、娘 の パスポート申 請 に行きました。
一緒にタピオカの店に並びタピオカを楽しみ
ました。
そろそろ本格的な夏が近づきました。温度
差に気を付けましょう。
新田様ようこそいらっしゃいました。
やっと夏らしくなってきました。お客様ようこ
そいらっしゃいました。
夏らしくなってきました。新田様ようこそおい
で頂きました。
とてもあつくなってきましたね。
また天気がくずれるようです。
フィットネスクラブ入会いたしました！
暑くてやせそうです。

今井 順一

伊藤 孝一

佐伯 智美
木村 太一

石井 伸昌

山本 宏史
出石 環樹
坂上 秀樹
髙畠 弘二

◇◆クラブ協議会◆◇ （松原 一郎  会長）

点　鐘 （松原 一郎  会長）

講　評 （新田 重彦 ガバナー補佐）

テーマ『会員増強と親睦について』

（坂上 秀樹  会員） （石井 伸昌  会員）

プロアマゴルフチャリティ贈呈式出席（伊藤 孝一 会員）

〇坂上 秀樹 会員増強委員長
入会してまだ2年にもならない、そんな経験値の中からこ
の会員増強頑張っていきたいと思っておりますので、どう
ぞよろしくお願い致します。
私も経験値が少ない中、会員増強委員長を務めるにあ
たって、少し色々考えてみたのですが、今年の春IMに参
加させて頂いた時に、会員増強のディスカッションをする
時間がございました。その時に、他クラブの方とディスカッ
ションしたのですが、どちらかと言うとネガティブな話が多
かったのですが、自分たちのクラブを考えた時に、僕ら
はまだ恵まれている環境ではないかなと思いました。
他クラブさんでは、年齢の層が欠けてしまって正直ちょっ
とキツイというお話があったのですが、当クラブにおきま
しては80歳から30代まで割とまんべんなく人がいらっしゃ
るということで、これはどの年代の方をお誘いしても割と
入会しやすい環境なのではと受け止めました。また、職
業分布に関してもまだまだ余地があり、分布も大変いい状
況なのではないかと思っております。何より、今の20代、
30代の方はSNSで緩くつながるというのが心地いいそう
で、毎週の例会で同じご飯を食べ、同じ志を持って、価
値観を共有するというのは大変有意義な時間なのではな
いかと、その辺りを訴求しながら、私も頑張っていきたい
と思っている次第です。
年齢分布の話を補足させていただきますと、私の付き合
いのある社員300名くらいの会社をやられているリクルー
トの方とお話をする機会があったのですが、毎年苦労し
ながらリクルート活動をされているという話がありました。
最近、大変苦労している部分として、リーマンショックの
時に3年間新卒採用をやめてしまったという事があり、そ
れが大変厳しいという話をしていました。なぜなのか聞い
てみると、たった三年価値観の間が空いてしまうとそれを
繋ぐ作業がすごく大変だとおっしゃておりました。そのこと
を考えてみますと、当クラブにおきましては30代から80

代の方が幅広く在籍しておりますので、大変当クラブは
恵まれた状況になっていると思います。
そして、退会防止のお話をさせていただきます。私の話
で恐縮なんですが、去年は参加にあたっては少し熱心さ
に欠けていたところがあるのですが、今年はIMに参加さ
せていただいたり、親睦旅行や色んな会合に出させてい
ただいて、大変親睦が深まった年でした。ロータリークラ
ブに来て、楽しいと思う事が一番の退会防止になると思
いますので、このあたりを皆さんと一緒に親睦を深めて参
りたいと思っております。
最後になりますが、この後、親睦委員長のお話があると
思いますが、今年も親睦を深めるという意味でのイベント
が盛りだくさんと聞いておりますので、皆さんと一緒に親
睦を深めて参りたいと思います。どうぞ宜しくお願い致し
ます。

〇石井 伸昌 親睦委員長
今年度はまず最初に9月7日（土）に調布の花火大会が
開催予定となりました。例年、行っておりますが、この花
火に合わせまして田村会員の中安果樹園さんの場所をお
借りしまして、移動例会を予定しております。こちらは会
員の家族参加も受け付けております。皆様ぜひ、ご家族
連れでご参加いただければと思います。
9月28日（土）は梨もぎ例会を川島会員にご協力いただ
き、清玉園さんをお借りして行う予定となっております。多
くの皆様にご参加いただく形で企画しております。食事は
バーベキューを予定しております。
10月8日、移動例会。警察学校の卒業式のイベントが入っ
ております。
11月28日、ジュエルミネーション。毎年、よみうりランド
で開催されるイルミネーションを夜間例会後に観覧してい
ただきます。
12月21日、クリスマス例会。調布のクレストンホテルを
予定しております。ホテルビュッフェの食事になります。ク
リスマスプレゼントもお配りしたいと思っております。ぜひ、
お子様、ご家族連れでご参加をお待ちしております。
5月17-18日、親睦旅行。まだ詳細は企画段階ですが、
現段階で候補としては京都がいいのではとの声が上がっ
ております。田村クラブ管理運営委員長から今年度は派
手にいこうというお言葉をいただいており、向井プログラ
ム委員長のご尽力により少しばかり予算を振り分けていた
だいたという経緯もあります。できれば、2泊3日の京都
旅行がいいのではないかと考えております。
楽しい親睦行事になるように頑張っていきたいと思います
ので、皆さん宜しくお願い致します。

親睦旅行の2泊3日はぜひやら
れたらいいと思います。うちの
調布も会員旅行はこの10年位
は一泊や日帰りになってしまい
ましたが、私が入会した当初は
2泊3日でした。2泊3日のいい
ところは、遠くへ行くことができ
ます。
稲城さんはバランスが非常にい
いので、新入会員の方がおい

くつであっても飛び込みやすいと思います。直近3年間で
新入会員が0というクラブもあります。そのクラブは59歳
以下が一人しかいません。全員60歳以上です。そうする
と、なかなか動けないし。それを考えると稲城さんは非常
に動きやすいのでぜひ、新入会員の方をいっぱい入れて
頂いて、2泊3日の旅行に行っていただき、親睦を深めて
どんどん大きくなっていってもらいたいと思います。今日は
ありがとうございました。

一昨日、稲城市福祉センター
にて贈 呈 式が 行わ れました。
来年はたくさんの参加をいただ
きたいということでした。


