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よみうりグリーン・クラブ2F メンバーズサロン
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№2205例会　日時：2019年7月29日（月）18：30～19：30　場所：稲城市地域振興プラザ

出席報告

出席報告
先々週の訂正出席率 78.57％

会員数
３1名
免除数

3名

出席数
22名

免除者出席
0名

欠席数
9名

出席率
78.57％

開会点鐘
ロータリーソング斉唱
「奉仕の理想」 「四つのテスト唱和」

場所：稲城市商工会2階会議室
　地区幹事：榎本 又郎 様

グループ幹事：門馬 光直 様

会長エレクト：石井 吉則

会長エレクト：城所 達也

ガバナー：淺田 豊久 様
ガバナー補佐：新田 重彦 様
16：00～16：50　東京iシティロータリークラブ
会長：大久保 勝敏
幹事：西畑 博仁
17：00～17：50　東京稲城ロータリークラブ
会長：松原 一郎
幹事：吉田 伸幸

【ガバナーと会長・幹事・会長エレクトとの懇談会】

東京iシティRC  クラブ管理運営委員長  安藤 勝也

会長  大久保 勝敏
会長　松原 一郎

ソングリーダー
東京iシティRC  奥山 隆之
東京稲城RC  伊藤 孝一

開会点鐘
東京iシティRC　第305回　 
東京稲城RC 　　第2205回

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」　

会務報告

お客様紹介 （東京iシティRC  会長  大久保 勝敏）

・国際ロータリー第 2750 地区

・国際ロータリー多摩東グループ

・国際ロータリー第 2750 地区

・国際ロータリー多摩東グループ

ガバナー　淺田 豊久 様

ガバナー補佐　新田 重彦 様

地区幹事　榎本 又郎 様

グループ幹事　門馬 光直 様

東京 i シティ RC
会長　大久保 勝敏

東京稲城 RC
会長　松原 一郎

幹事報告

東京 i シティ RC
幹事　西畑 博仁

東京稲城 RC
幹事　吉田 伸幸

東京 i シティ RC
クラブ管理運営委員会

小野 隆一

東京稲城 RC
SAA 委員長　吉田 憲司

2019-20年度　淺田ガバナー公式訪問　2クラブ合同例会
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東京稲城ロータリークラブ
会長　松原 一郎 　 幹事　吉田 伸幸

委員　河合 一郎
委員　竹村 　寛
委員　馬場 輝彦

委員  木村 太一
委員  出石 環樹
委員  髙畠 弘二

公共イメージ委員会
委 員 長　鈴木 修司
副委員長　関谷 宗道

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/

淺田ガバナー様、地区幹事榎本様、ガバ
ナー補佐新田様、グループ幹事門馬様、本
年度協議ありがとうございました。おかげさ
まで梅雨も明けそうです。
淺田ガバナー卓話楽しみにしております。
ガバナー淺田様ごくろう様。
ガバナー公式訪問、iシティRC、合同例会
よろしくお願いします。
ガバナー、地区幹事、ガバナー補佐、グ
ループ幹事、本日はありがとうございます。
暑い、顔を見て。
おつかれ様デス。
暑くて暑くて気狂いそう。
今日は淺田ガバナー御一行様お疲れ様で
す。iシティの皆様お世話になります。
淺田ガバナー、榎本地区幹事、お客様よう
こそいらっしゃいました。
ガバナー補佐　新田様、グループ幹事　門
馬様　ようこそ。
淺田ガバナー様　暑いところありがとうござ
います。
娘に浴衣をねだられそうです。。。
本格的な夏です。身体に注意。
よろしくお願い致します。
やっと梅雨が明けましたね！
本日はよろしくお願いします。
本日は宜しくお願い致します。
ガバナー、地区幹事、グループ幹事様あり
がとうございます。
また腰を痛めてしまいました。

本日の合計：25,000円　総計：161,000円
ニコニコBOX

松原 一郎 会長

吉田 伸幸 幹事
横田 定利
関谷 宗道

城所 達也

川島 保之
田村 安久
向井 俊右
竹田 晴一

栗芝 貴

小林 利光

鈴木 修司

今井 順一
伊藤 孝一
佐伯 智美
牛込 太一
石井 伸昌
吉田 憲司
山本 一隆

矢島 秀樹

閉会点鐘

講　評 （東京iシティRC  会長  大久保 勝敏）

ニコニコ報告 卓　話

東京 i シティ RC
クラブ管理運営委員会

石井 正次

東京稲城 RC
親睦委員長　石井 伸昌

【卓話者紹介】
多摩東グループ
　ガバナー補佐　新田 重彦 様

【卓話者】
国際ロータリー第 2750 地区
　ガバナー　淺田 豊久 様
【テーマ】
「日本ロータリーの歴史と
      職業奉仕・青少年奉仕・
　　　　　　  国際奉仕の実例」

淺田ガバナー、本日は梅雨明けの暑いなか、早い時間か
ら我々との懇談会、そして卓話とお時間を頂きまして本当
にありがとうございました。先ほどの卓話の中で、日本の
ロータリーの歴史、また職業奉仕、青少年奉仕とお話を聞
かせていただきました。初めてお聞きする事がほとんどで、
大変勉強になりました。特に、職業奉仕・青少年奉仕は
ガバナーの体験談に基づく思っていることを言葉にして、
わかりやすく出していただいて本当に勉強になりました。
私たちが活動するうえで、基礎になるお話をお聞かせいた
だいて、これからの活動の糧にしたいと思っております。
ガバナーにおかれましては、年度が始まったばかりで、こ
れから先まだ各地のクラブへ訪問とお忙しい時が続くかと
思いますが、お身体にご留意され、5000人を引っ張って
いただくようにお願い申し上げまして、御礼の言葉とさせて
いただきます。本日はありがとうございました。


