
  
                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                
 
 

                                                                                                                             

 

 

 

 

◎司会      ＳＡＡ・親睦委員 杉山  真一 

<会長・幹事引継式> 

◎木槌・バッジ・タスキ引継ぎ 

      直前会長 田﨑 博実・会長 三田みよ子 

      直前幹事 峯岸  忠・幹事 菊池   敏 

 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

◎点鐘            会長 三田  みよ子 

◎国歌「君が代」斉唱 

ロータリーソング「我等の生業」 

         ソングリーダー 吉沢 洋景 

「四つのテスト」の唱和      杉山 真一 

◎お客様紹介         会長 三田 みよ子 

 東京武蔵府中ＲＣ  

地区米山記念奨学副委員長 伊藤 富夫様 

 司法修習生            後藤亜由夢様 

  

◎会長就任挨拶          会長 三田 みよ子 

本年度「増強から広げる」をテーマに致しました。ロー

タリアンとして今何ができるのか、何をするときなのか

を考え行動する。それを増強につなげていきたいと思い

ます。 

 

◎幹事就任挨拶          幹事 菊池  敏 

提案として、クラブ例会の時は、ジャケットの着用とロ

ータリーのバッジを忘れずに着けて頂ければと思って

います。それと、月に１回程度、テーブルに同席された

方々、隣のテーブルの方々と握手会みたいなのをやって

はどうでしょう。 

 

 

 

 

 

◎乾杯！と直前会長報告    直前会長 田崎博実 

三田、菊池年度の無事スタートを祝して・・・カンパイ!! 

 

◎会務報告             会長 三田 みよ子 

①多摩ＲＣへ表敬訪問して参りました。当クラブとは違

うところもあり、学ぶところも沢山ありましたのでそ

れを生かしていきたいです。 

②本日、例会後に第１回理事会を開催致します。ご参集 

願います。 

◎幹事報告             幹事 菊池  敏 

＜配布＞会費の請求書、2018-19年度活動計画書、Ｒの 

  友７月号､ガバナー月信特別号、入会式式次第 

＜回覧＞第38回インターアクト年次大会参加のお願い 

＜他クラブ変更＞事務局にお問合わせ下さい 

 

◎地区役職委嘱発表      会長 三田 みよ子 

森本由美会員に、職業奉仕委員会を

委嘱 

 

 

◎お客様ご挨拶  

地区米山奨学委員会副委員長    伊藤 富夫様 

寄付だけにとどまらず、身近に学生さんを招き入れて環

境を作って頂きたい。 

 

        小形 勝子会員入会式 

 

 ※司会       会員増強委員長 入沢 修自 

 

≪祝入会！ 小形 勝子様≫ 

 

Ⅰ新会員紹介            推薦者 三田みよ子 

久し振りの新入会員です！三田年度のために是非入会

したいと言って頂きました。 

 

Ⅱ入会証書授与・バッチ貸与    会長 三田みよ子 

Ⅲ会員証・バナー授与       幹事 菊池  敏 

Ⅳ「四つのテスト」、活動計画書、定款・細則、 

       ロータリーの手引「用語集」授与  

       ロータリー研修委員長   田崎 博実 
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例会場  京王プラザホテル多摩 例会日 水曜日12：30～   月最終例会18：30～ 
事務局  〒２０６－００３３ 多摩市落合1-43  京王プラザホテル多摩５６１号 
TEL  042-372-6463  FAX  042-372-6491 Eメールtamagrc@tamagrc.join-us.jp 
    

会長 三田みよ子  幹事 菊池 敏  会報・記録委員長 小泉 博 
副委員長 守田 亨 委員 関岡俊二 遠藤二郎 瀬戸 武 宮本 誠 
森本由美 田﨑博実    HP： http://www.tamagrc.join-us.jp/       

 

国際ロータリー第２７５０地区   

東京多摩グリーンロータリークラブ 
        ２０１８～２０１９年度 

増強から広げる 

 

                                                                                                                             



Ⅴ所属委員会およびアドバイザーの指名 

会長 三田みよ子 

 

※所属委員会：ＳＡＡ・親睦委員会 

※アドバイザー：三田みよ子会員 峯岸忠会員 

 

Ⅵ歓迎の辞           会長 三田みよ子 

Ⅶ写真撮影   

 

 

 

 

 

 

 

Ⅷ新会員挨拶            小形 勝子会員 

よろしくお願いします。   

【 委員会報告 】 

◎各委員会・他 

◎出席報告     出席奨励委員会  峯岸  忠 

会員総数                27名 

出席義務免除者            7名 

出席者数 出席義務者           16名 

     出席免除者        7名 

         計           23名 

出席率   23/27      = 85.18％ 

第1276回例会（6/20）訂正出席率78.57％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ ＳＡＡ・親睦委員会 大松 誠二 

伊藤富夫様 三田年度を祝して。 

三田みよ子 お客様ようこそ、小形勝子さんご入会 

      おめでとうございます。 

菊池  敏 初例会です 今年一年宜しくお願い致 

します。 

田崎 博実 三田さん、菊池さんこれからよろしく 

お願いします。 

峯岸  忠 三田会長、菊池幹事いよいよ始まりで 

すね 一年間宜しくお願いします。 

小形さん入会おめでとうございます。 

 宮本  誠 三田・菊地丸の出航おめでとうござい 

ます。 

 伊澤ケイ子 三田会長、菊池幹事1年間頑張って下 

さい。 

 田村  豊 三田さん本年度宜しくお願いします。 

 瀬戸  武 三田年度のスタートを祝して！ 

 守田  亨 三田会長 菊池幹事 皆様今年1年宜 

しくお願い申し上げます。 

小形様ご入会おめでとうございます。 

 森本 由美 本年度初例会おめでとうございます。 
       サッカーは楽しんでいます。 
       格闘技のようで凄い！ 

萩生田政由 三田会長菊池幹事一年間宜しくお願い 

致します。 

吉沢 洋景 三田、菊池年度ガンバレ 

      小形さんようこそ お帰りなさい。 

小泉  博 三田・菊地年度スタートですね  

      小形さま入会おめでとうございます 

      楽しいロータリーにして下さい。 

杉山 真一 三田、菊池年度を祝して 

      一年間宜しくお願い致します。 

 遠藤 二郎 三田年度初例会を祝して 

        伊藤様ようこそ。 

 村上  久 三田会長菊池幹事の門出を祝して 

頑張れ。 

 堤  香苗 三田年度スタート！私も微力ながら 

       頑張ります～♪ 

 足立潤三郎 2018-19年度（三田、菊池）年度初 

       初例会を記念して。 

       小形勝子さんご入会おめでとうござい 

       ます。 

 初野 有人 三田会長、菊池幹事おめでとうござい 

       ます。 

 大松 誠二 三田・菊地年度、がんばれ！みんなで 

       応援しょう。 

 

本日の合計￥４２，０００ （累計￥４２，０００）） 

 

【クラブ協議会：各委員会活動計画発表】 

 

◎進行          幹事 菊池  敏 

※クラブ運営管理関連委員会 

   統括委員長 萩生田政由 

 

※プログラム委員会      委員長 初野 有人 

 

※ＳＡＡ・親睦委員会     委員長 杉山 真一 

 

※出席奨励委員会       委員長 峯岸  忠 

 

※会員増強委員会       委員長 入沢 修自 

 

※会報・記録委員会      委員長 小泉  博 

 

※広報委員会         委員長 瀬戸  武 

 

※ロータリー研修委員会    委員長 田崎 博実 

 

※ﾛｰﾀﾘｰ財団・米山奨学委員会  委員長 伊澤ケイ子 

 

※ロタフェロー委員会    副委員長 小坂 一郎 

（委員長代理） 

◇活動計画書の内容の通り、各委員長より発表がありま

した。 

◎お礼と閉会点鐘       会長 三田 みよ子 

 

（今週の担当 小泉  博 ） 


