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会 長 テーマ ロータリー：変 化 をもたらす

クラブ会長標語 全員で奉仕と親睦を楽しもう

第1753回 多摩南グループＩＭ（インターシティ・ミーティング）
日時：平成29年11月 9日(木)
会場：京王プラザホテル八王子５Ｆ『翔王』
ホストクラブ：東京八王子ロータリークラブ

ガバナー補佐挨拶
多摩南グループガバナー補佐 松本 啓祐 様

2017-18 年度多摩南グループガバナー補佐 松本啓祐様

【第１部】式典
司会：多摩南グループ幹事 青木訓行様
◎開会点鐘(16:30)
多摩南グループガバナー補佐 松本啓祐様
◎国歌斉唱「君が代」
◎ロータリーソング「奉仕の理想」
ソングリーダー 荻島孝之様(東京八王子 RC)
◎開会挨拶
多摩南グループガバナー補佐 松本啓祐様
◎来賓・参加クラブ紹介
多摩南グループガバナー補佐 松本啓祐様
・ガバナー 猿渡昌盛様
・パストガバナー(2007‑08年度、2014‑15年度)
坂本俊雄様
・パストガバナー(2008‑09年度) 新藤信之様
・パストガバナー(2015‑16年度)
戦略計画委員会委員長 水野功様
・ガバナーエレクト 服部陽子様
・ガバナーノミニー 淺田豊久様
・地区研修リーダー補佐 星野欣也様
・地区研修リーダー補佐 福井衞様
・ガバナー補佐(京浜グループ) 森田光一様
・ガバナー補佐(山の手西グループ) 榎本又郎様
・ガバナー補佐(多摩東グループ) 粕谷啓之様
・地区代表幹事 濃畑雄四郎様
・地区幹事 峯雅徳様
・地区幹事 金丸清泰様
・地区幹事 渡邊智様
・地区副幹事 富澤為一様
・次期地区代表幹事 青柳薫子様
・グループ幹事(京浜グループ) 藤澤光徳様
・会員委員会委員長 田中隆様
・青少年奉仕委員会委員長 星野勇介様
・公共イメージ(広報)委員会委員長 清野修一様
・国際大会推進委員会委員長 棚網基己様
◎歓迎挨拶 東京八王子RC会長 堀博昭様
◎来賓挨拶
国際ロータリー第2750地区ガバナー 猿渡昌盛様

Rotary geht zu Tisch‑und was dann？
｢ロータリーはテーブル(席)につく。そして何？｣
これは1977年にドイツの新聞ZEITが掲げた見
出しです。近年の国際ロータリーの動きは、この
｢何｣を見つけたかのようです。しかし｢大規模な
社会奉仕プロジェクト｣へと只管突き進むことが
本当にこの問いかけの答えかどうかを私たちは
考えてみたことがあるでしょうか。
今年のIMは、｢本音のロータリー｣がテーマで
す。多摩地区のパストガバナーにパネリストをお
願いしフロアーも含めた意見交換を行うことに
しました。このIMは数多くの経験の一つに過ぎま
せん。しかしここに何らかの意見を見いだすこと
が出来るとすれば、｢人間性を教化するものは、
とりわけ経験なのである。(追悼の政治‑平和)｣と
いうエルンスト・ユンガーの言葉が通奏低音の様
に響くことを感じるでしょう。
RI2750 地区ガバナー 猿渡昌盛様(下)

RI2750 地区パストガバナー 坂本俊雄様(上)
RI2750 地区パストガバナー 新藤信之様(下)

RI2750 地区パストガバナー 水野功様(上)
RI2750 地区ガバナーエレクト 服部陽子様(下)

RI2750 地区ガバナーノミニー 淺田豊久様(上)

【第２部】ディスカッション
テーマ『本音のロータリー』
コーディネーター
多摩南グループガバナー補佐 松本啓祐様
◎パネリスト(17：00)
国際ロータリー第2750地区パストガバナー
(2007‑08年度、2014‑15年度) 坂本俊雄様
国際ロータリー第2750地区パストガバナー
(2008‑09年度) 新藤信之様
国際ロータリー第2750地区パストガバナー
(2015‑16年度) 水野功様
◎閉会点鐘(18：00)
多摩南グループガバナー補佐 松本啓祐様
2017‑18 年度多摩南グループ IM 実行委員会
ガバナー補佐 松本啓祐様(東京八王子 RC)
グループ幹事 青木訓行様(東京八王子 RC)
実行委員長
小坂裕様(東京八王子 RC)
実行副委員長 老沼正様(東京町田 RC)
実行副委員長 横倉利夫様(東京日野 RC)
実行副委員長 番場弘文様(東京八王子 RC)
実行委員
小杉吉己様(東京八王子西 RC)
佃政幸様(東京町田・中RC)
☆馬見塚潔(東京八王子東RC)
藤原忠房様(東京八王子南RC)
大場正恭様(東京町田サルビアRC)
天野武雄様(東京飛火野RC)
小山優様(東京町田東RC)
山﨑剛様(東京八王子北RC)

【第３部】懇親会
司会：IM 実行副委員長 番場弘文様
◎乾杯(18:10)
国際ロータリー第 2750 地区
ガバナーエレクト 服部陽子様
◎アトラクション
・フラメンコ 小宮山葉子様
・八王子の粋 八王子芸妓衆
◎閉会挨拶(19:30)
IM実行委員長 小坂優様
◎ロータリーソング ｢手に手つないで｣
◎終了(19:40)

国歌・ロータリーソング｢奉仕の理想｣斉唱の会員の皆様
真面目に元気に歌います！

パストガバナーの方々とのディスカッション中の会員の皆様
『本音のロータリー』神妙な面持ち！？

【メークアップ】
佐藤武文会長 クラブ代表者会議(11/7)
◎ニコニコ箱
累計 305,000 円
(年度予算 １,４００,０００円)

◎出席報告
会員総数

出席者数

出席率

欠席者数

前々回出席率

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ

欠席者数

賜暇

２６名

２６名

１００%

０名

87.50%

１名

３名

１名

《 11 月の予定 》 ロータリー財団月間
7 日(火) 理事会・例会・三祝
会場：ザ・ビー八王子
9 日(木) 多摩南グループ IM
会場：京王プラザホテル八王子
14 日(火) 11/9(木)多摩南グループ IM に振替
21 日(火) 東京飛火野 RC との合同夜間例会(2 回)
会場：八王子ﾎﾃﾙﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞ
28 日(火) 2 回例会振替休会

《 12 月の予定 》 疾病予防と治療月間
5 日(火) 理事会・例会・三祝・年次総会
会場：ザ・ビー八王子
12 日(火) 通常例会
会場：ザ・ビー八王子
19 日(火) クリスマス夜間 2 回例会
会場：八王子ﾎﾃﾙﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞ
26 日(火) 2 回例会振替休会

東京八王子東ロータリークラブ/ＲＩ第２７５０地区多摩南グループ
例会：毎週火曜日 12 時 30 分～例会場・事務局：ザ・ビー八王子 八王子市明神町 4-6-12 TEL:042-646-0111・事務局直通 TEL:042-644-4135
公共イメージ委員会 古瀬 和雄・山本 武司・有川 寿夫・原田 修吾・加藤 登

URL http://www.hachioji-east-rc.org/

