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第1767回

地区大会

ＲＩ会長
イアン H.S.ライズリー
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

日時：平成30年 2月26日(火)・27日(水)

会場：グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール
司会：鈴木梢様・丸山裕理様・片桐めぐみ様

◎開会点鐘(13：00)
RI2750 地区ガバナー 猿渡昌盛様
◎国歌斉唱
◎ロータリーソング「奉仕の理想」
◎物故会員への黙祷
◎RI会長代理ご夫妻紹介
◎来賓紹介・姉妹地区第3650地区ガバナー紹介
◎クラブ紹介
◎歓迎の言葉
地区大会実行委員会委員長 寺島清友様
◎RI第2750地区ガバナー挨拶・現況報告
RI2750地区ガバナー 猿渡昌盛様
◎RI会長代理挨拶・現況報告
RI会長代理 田中作次様
◎RI第3650地区ガバナー挨拶
RI3650地区ガバナー 李淳東様
◎大会決議協議・採尺(11：31)
◎ガバナーエレクト/ガバナーノミニー/ガバ
ナーノミニー・デジグネート紹介
◎ガバナーエレクト挨拶
RI2750地区ガバナーエレクト 服部陽子様
◎ガバナーノミニー挨拶
RI2750地区ガバナーノミニー 淺田豊久様
◎第3481地区・第2750地区姉妹地区締結調印式
◎登録委員会報告
登録委員会委員長 寺島清友様
◎信任状委員会報告
信任委員会委員長 水野功様
◎選挙委員会報告
選挙委員会委員長 大槻哲也様
◎決議委員会報告
決議委員会委員長 辰野克彦様
◎大会決議採択
RI2750地区ガバナー 猿渡昌盛様
◎青少年交換学生の紹介
青少年交換委員会委員長 根岸大蔵様
◎米山奨学生の紹介
米山学友委員会委員長 澤田尚史様
◎ロータリー財団奨学生の紹介
奨学・学友・VTT 委員会委員長 玉村秀樹様
◎ロータリー平和フェローの紹介
ロータリー平和フェローシップ委員会委員長 須田恵寿様

RI 会長代理 田中作次様

RI 第 2750 地区ガバナー猿渡昌盛様

◎記念講演(15:15)
｢社会人として、アスリートとして｣
天摩由貴氏（ゴールボール女子日本代表主将）
日本大学大学院で数学を学びながら、半年間母
校である筑波大学付属視覚特別支援学校で数学
の非常勤講師。現在、株式会社マイテック総務
部にてご活躍中。
◎記念講演(16:15)
筑波大学付属視覚特別支援学校音楽科
With 大西順子氏（ジャズピアニスト）
◎寄付金贈呈
筑波大学付属視覚特別支援学校音楽科
◎寄付金贈呈
一般社団法人日本ゴールボール協会
◎記念事業 目録贈呈
(ロータリー財団・米山記念奨学会・バギオ基金)
◎記念品贈呈
◎ガバナーによる長寿会員の表彰
RI2750地区ガバナー 猿渡昌盛様
◎ホストクラブ会長謝辞
東京武蔵府中RC会長 水田誠様
◎次期ホストクラブ会長挨拶および
次年度地区大会の紹介
東京広尾RC会長 島田さゆり様
Mr.Paul Packbier
◎RI会長代理講評
RI 会長代理 田中作次様
◎ガバナー謝辞
RI2750 地区ガバナー 猿渡昌盛様
◎閉会点鐘(17：50)
RI2750 地区ガバナー 猿渡昌盛様

懇 親 会
RI2750地区ガバナー挨拶 猿渡昌盛様
Making a Difference：変化をもたらす
国際ロータリー第2750地区地区大会にご来臨を賜
り 、 誠 に 有 難 う ご ざ い ま す 。 RI会 長 代 理 と し て の
2012‑13年度RI会長田中作次様ご夫妻をはじめ、姉妹
地区の国際ロータリー第3650地区大韓民国ソウルの
皆様、今度新しく姉妹地区となります国際ロータリ
ー第3481地区中華人民国台北の皆様、国内33地区の
皆様、そして地区内各クラブからの大勢の方々のご
出席をいただき、かくも盛大に大会開催の運びとな
りました。衷心より厚くお礼申し上げます。国際ロ
ータリー、イアン・ライズリー会長のテーマは｢ロー
タリー：変化をもたらす｣です。この活動方針のもと
に各クラブでは様々な工夫による柔軟で楽しい例会
が行われていることと思います。本年度の地区大会
におきましても柔軟で効率的な運営に努め、本大会
の開会点鐘を午後1時とさせていただきました。入会
2年未満の新会員の皆様を対象として歓迎の昼食会
を開催し、END POLIO NOW第3ゾーンコーディネータ
ーの松本裕二様にご講演をお願いしました。ポリオ
撲滅についてのご理解をより深めていただきたいと
思います。さらに記念講演では、リオデジャネイロ、
パラリンピック、ゴールボールで5位に入賞された天
摩由貴選手に｢社会人として、アスリートとして｣と
題して、働きながらオリンピックを目指すことのご
苦労とロータリーに対して望まれるパラリンピック
への支援についてもお話を頂戴します。記念講演に
おきましては世界的に有名なジャズピアニストの大
西順子様にご指導いただきました筑波大学付属視覚
特別支援学校音楽科の生徒さん達の素晴らしい成果
を発表していただきます。存分にご堪能ください。
なお、大西順子様にはこの記念講演の趣旨にご賛同
され、お忙しい中ワークショップをお引き受けいた
だけました。記して感謝申し上げます。RI会長代理
ご夫妻歓迎晩餐会と本大会において素晴らしい演奏
と合唱をご披露してくださいますのは、東京武蔵府
中ロータリークラブが支援しております府中国際交
流サロンで日本語を学ばれたカレン・イスラエリア
ン様と奥様の矢崎さくら様、ご友人の皆様でありま
す。本地区大会は担当したクラブ会員の手作りのプ
ログラムでありますが、その創意工夫をご賢察の上、
巧拙併せてお楽しみいただきたいと思います。地区
チームは各クラブに素晴らしい変化をもたらすため
の手助けを引続き心掛けて参ります。各位のご理解
とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

会場：グランドプリンスホテル新高輪3F｢北辰｣
★開会の言葉(18：00)
地区大会実行委員会副委員長 村上保裕様
★ガバナー挨拶
RI2750地区ガバナー 猿渡昌盛様
★RI会長代理挨拶
RI会長代理 田中作次様
★乾杯
★青少年交換学生による｢ソーラン節｣
★エンターテイメント『遠藤律子クインテット』
★閉演の言葉 地区代表幹事 濃畑雄四郎様
★ロータリーソング｢手に手つないで｣(19：10)
★閉宴(19：15)

地区大会本会議風景＆受付風景

◎第1日目：2018年2月26日(月)プログラム
★RI第3650地区歓迎昼食会(13:00‑14:20)
★クラブ会長・幹事会(14:30‑15:20)
★地区指導者育成セミナー(15:30‑17:30)
★RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会(18:00)
・RI会長代理挨拶(18:20)
・乾杯
・エンターテイメント(デュオ・アレーヴ、
ソロ・アンサンブル・ヴイエバト)
★閉演(20:00)
【メークアップ】
大﨑久範会員 東京八王子南 RC(2/21)
佐藤武文会長・内田智会員・平塚徳則会員
東京八王子 RC(2/22)
◎ニコニコ箱
累計 991,000 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

２５名

２５名

１００%

０名

87.50%

４名

３名

１名

《 2 月の予定 》 平和と紛争予防/紛争解決月間
6 日(火) 理事会・例会・三祝
会場：ザ・ビー八王子
13 日(火) 2 回例会振替休会
20 日(火) 東京飛火野 RC 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
27 日(火) 地区大会
会場：ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ新高輪

《 3 月の予定 》水と衛生月間
6 日(火) 理事会・例会・三祝
会場：ザ・ビー八王子
13 日(火) 通常例会
会場：ザ・ビー八王子
20 日(火) 東京八王子 RC 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
27 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/

