
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

 

 

◎司会      ＳＡＡ・親睦委員 初野 有人 

<会長・幹事引継式> 

◎木槌・バッジ・タスキ引継ぎ 

      直前会長 三田みよ子・会長 入沢 修自 

      直前幹事 菊池  敏・幹事 田崎 博実 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 
◎開会点鐘            会長 入沢 修自 

 

◎国歌「君が代」斉唱 

ロータリーソング「それでこそロータリー」 

          ソングリーダー 菊池  敏 

◎「四つのテスト」唱和   

ＳＡＡ・親睦委員 初野 有人 

   

◎お客様紹介           会長 入沢 修自 

 本日のお客様はございません 

    

◎会長就任挨拶 

 最初の例会で理事会協議事項が多く、見苦しい点があ

りましたことお詫び申し上げます。 

 今年 1年、田崎幹事と共に会長・幹事の席に着席する

ことになり、身の引き締まる思いです。 

 定款 13条によると、クラブの重要事項は理事会にて 

決定するものであり、会長はクラブを代表する立場に 

あると認識しています。 

 

 

 

 

 

また、本日例会前に、活動計画書を理事会において承 

認いただきました。委員長を引き受けて下さった皆様 

を始めとし、炉辺会合を経て各委員会の想いが詰まっ 

た本年度の活動計画が完成し、奉仕プロジェクトと共 

に 1年が進行していくことに胸が躍る思いです。 

私自身の本業は個人事業の形態のため、チームとして 

のプロジェクトは不得手な部分もあるかと思います 

が、理事役員の皆様、各委員長の皆様のお力をお借り 

して、皆様のロータリアンとしてのロータリーライフ 

が、活き活きと楽しい 1年になることを祈願しており 

ます。1年間宜しくお願い申し上げます。 

 

◎幹事就任挨拶 

 本年度、個人として 2回目の幹事就任となりました。 

 1年間、何卒宜しくお願い致します。 

 本年度の活動計画として「ロータリアンは分かりあえ 

 る」とさせていただきました。 

 ロータリーバッジを掲げることによって、初対面の方 

であっても、古くからの友人の如く打ち解けられるこ 

とが、不思議でもあり、魅力でもあります。 

自分なりに考察すると、ロータリアンは皆、「奉仕 

の理想」といった共通の目標を持ち合わせているから 

ではないかと推測しています。 

クラブを預かる幹事としては、奉仕の理想という「灯」 

を消すことなく、次年度に向けて聖火リレーのように 

バトンタッチすることができればと考えております。 

今年度、宜しくお願い致します。 

 

◎乾杯！と直前会長報告   直前会長 三田みよ子 

 お陰様で、6月末日を以って、三田年度が無事に終了 

することができました。有難うございました。 

また、第 2750地区（グループ）の引継ぎも 6月 19日・ 

24日の両日を以って、無事に終了することができま 

した。決算報告は来週辺りに皆様に回覧できるかと思 

います。今年の入沢年度におかれましても、1年間、 

山あり谷ありと大変かと存じますが、若さで乗り切っ 

て、皆様で盛り上げて行きましょう。 
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◎会務報告            会長 入沢 修自 

  ①小形会員から退会届を受理しました。 

  ご体調面もあるとのことなので、理事会にて承認 

しました。 

  ②多摩消防署より、多摩消防少年団における夏の防 

災キャンプ（8月 3日・4日：小菅村 1泊）の 

案内をいただきました。奮ってご参加いただき、 

お子様達の話題等で世代や文化の違いを肌で感 

ずることができると思います。 

  ③社会を明るくする運動（7月 5日(金)16：00）の 

ご案内がありました。聖蹟桜ヶ丘駅、永山駅、多 

摩センター駅周辺で街頭啓発活動（ティッシュ配 

り等）があります。奮ってご参加下さい。 

  ④7月 17日（水）は、ガバナー補佐ご臨席のクラ 

ブ協議会があり、本年度の奉仕ＰＪ（青少年向け 

薬物乱用防止活動）の具体的な活動の説明となり 

ます。 

  ⑤7 月 21（日）東京 2020 テストイベント（ロー   

ドレース）支援について、次回例会時に正式な要

綱が配布される予定です。 

  ⑥7月 30日（火）は、ガバナー公式訪問です。 

   18；30～瑞雲で開催されます。 

   

◎幹事報告            幹事 田崎 博実 

【配布物】 

 ・2019-20年度活動計画書 

 ・上期会費請求書 

【回覧】 

 ・2019規定審議会 

  クラブと地区に関連する重要な変更 

 ・バギオだより 

 ・東京グローバルロータリークラブ卓話のご案内 

 ・フレンズメールマガジン 

 ・社会を明るくする運動の案内（7月 5日） 

 ・多摩消防少年団 夏の防災キャンプの案内 

【その他】他クラブ例会変更は事務局にお問合せ下さい。 

 

◎地区役職委嘱発表       会長 入沢 修自 

 第 2750地区 

奉仕プログラム委員会 

職業奉仕委員会の副委員長とし

て森本由美会員に委嘱状が届き

ましたので委嘱します。 

 

 

 

【 委員会報告 】 

◎各委員会・他 

 ＳＡＡ・親睦委員長     委員長 初野 有人 

 ・ガバナー公式訪問日、ＳＡＡは 17：30 に「瑞雲」

集合でお願いします。 

 ・通常例会時は 11；50に例会場に集合願います。 

 

◎出席報告      出席奨励委員会 菊池  敏 

会員総数                29名 

出席義務免除者           7名 

出席者数 出席義務者           19名 

出席免除者        7名                                     

計                23名 

 

出席率    23/29  = ７９.３１％ 

第 1316回(6/19) 訂正出席率 ８３・３３％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員 林田 敏誠 

入沢 修自 1年間宜しくお願いします。 

田﨑 博実 今年 1年入沢年度を宜しくお願いしま  

す。 

峯岸  忠 入沢年度の船出おめでとうございます。 

宮本  誠 入沢・田﨑丸出帆おめでとう 

      ございます。 

足立潤三郎 令和元年初例会を記念し 

      西の方では（九州）大豪雨による土砂   

      災害による被害が大きいようですが、 

関東、東海への影響が心配です。 

 村上  久 入沢年度初例会 入沢会長田崎幹事 

       頑張って行こう。 

 小泉  博 入沢、田﨑年度おめでとうございます。 

       杉山さん昨年度は申し訳ありませんで 

した。 

田村  豊 入沢さん、田﨑さん今年度も宜しく 

お願いします。 

遠藤 二郎 新年度のスタートを祝して。 

森本 由美 新年度が始まりましたね。 

      元気に頑張ります！！ 

澄川  昇 入沢年度おめでとうございます。 

吉沢 洋景 新年度入沢会長はじめ理事、役員 

      の皆様のご活躍を記念して。 

伊澤ケイ子 入沢年度頑張って下さい。 

三田みよ子 入沢年度進発ですね頑張って下さい。 

杉山 真一 入沢会長 田崎幹事年度を祝して。 

菊池  敏 新年度の発足を祝して。 

初野 有人 入沢さん田﨑さんがんばって下さい。 

守田  亨 新年度宜しくお願いします。 

大槻 一夫 入沢会長年度 1年間宜しくお願い致し 

      ます。 

 林田 敏誠 入沢年度、頑張って行きましょう。 

 

本日の合計￥３４，０００（累計￥３４，０００ ） 

 

 
 

 



【 クラブ協議会 各委員会活動計画発表 】 

※活動計画書の記載内容の復唱については、会報への記 

載を割愛しています。 

 

◎進行           幹事 田﨑 博実 

 

※クラブ運営管理関連委員会    

統括委員長 小坂 一郎 

 各委員長からの活動計画は理事会にて全て承認され 

ました。各委員長の発表をさせていただきます。  

 

※プログラム委員会      委員長 宮本  誠 

 頼りになる堤副委員長と共に、ＳＡＡ・親睦委員会と 

の連携を密にしていきたいと思います。 

 例会以外の自由参加企画として、例えば「高尾山の薬 

 王院で精進料理の会食」や、「歌舞伎鑑賞」などもア 

 ンケートとって実施するのも面白いかと思います。 

本年度の予定を見ると、卓話が実施可能な例会は 19 

回前後で割と少ないかと思うので、他の委員会のプロ 

グラム（例えば旅行、以前話があった税関見学等）が 

あれば、卓話者との調整があるため早期に決めていた 

だけると有難いです。 

  

※ＳＡＡ・親睦委員会     委員長 初野 有人 

 前年度委員長でもあった杉 

 山副委員長に色々教えて 

いただきながら、厳しく、 

真摯に取り組んでいきたい 

と思います。礼儀を大切に 

 した例会を重んじ、お客様 

がいらっしゃったときには全員でご挨拶ができるよ 

う努めたいと思います。本年度、宜しくお願いします。 

 

※出席奨励委員会       委員長 菊池  敏 

 澄川副委員長、足立会員の 3名で 1年間乗り切って行 

きたいと思います。会員の皆様にとって無理のない範 

囲で楽しい例会となるよう模索しながら運営して行 

きたく思っています。メイクアップは、本年度から 1 

年の間に行えることに改定となりましたので、皆様、 

活用下さい。 

 

※会員増強委員長      委員長 小泉  博 

 とうとう来ました！会員増強 

委員会！会員増強には人と 

人との繋がりではないかと思 

います。本年度は女性会員の増 

強をしたいと思っています。 

私では無理なので、魅力的な林 

田副委員長のお力を借りたいと思います。 

 予算案では、新会員 3名とされていますので、皆様の 

御協力を賜りながら 2人で頑張ります。 

 

 

 

※会報・記録委員会      委員長 守田  亨 

 大松副委員長を始め総勢 8名で頑張ります。 

 報道機関ではないですが、例会内容を全世界のＲＣ 

に対する発信義務があるということを肝に銘じ、「正 

しく」に重点を置きながらも当クラブの「楽しさ」を 

お伝えできるよう努めたいと思います。 

 

※ロータリー研修委員会    委員長 三田みよ子 

 小泉副委員長と宮本会員の 3名で、楽しい研修委員会 

を執り行っていきたいと思います。 

何とか盛り上げていきたいと思います。 

宜しくお願いします。 

 

※ロータリー財団・米山奨学委員会  

               委員長 森本 由美 

 本年度、宜しくお願いします。 

 副委員長は村上会員です。 

 活動計画の内容について皆様の御協力をお願いしま 

す。  

 

※ロタフェロー委員会     委員長 澄川  昇 

 関岡副委員長と 2名で 1年間やっていきます。 

 ロタフェローは色々と課題がありますので、今後皆様 

と相談してやっていきたいと思っています。 

 1年間、宜しくお願いします。 

 

※広報委員会    委員長 福岡 均（欠席のため）      

代理 幹事 田﨑 博実 

福岡委員長、田村副委員長の 2名体制です。 

（活動計画書の代読） 

 

【その他発表】 

              小坂 一郎会員 

 先程、会長より「社会を明るくする運動」について、

多摩センター・永山・聖蹟桜ヶ丘の 3箇所でとのお話

がありましたが、多摩センターにて行ないたいと思っ

ていますので、ご参加お願いします。 

   

                 宮本  誠会員 

 本日、ＨＡＮＤＢＯＯＫをいただきましたが、この度 

どのような趣旨で配布されたものかを教えて下さい。 

              
→ 後日、田崎幹事より回答の予定。 

 

◎閉会点鐘           会長 入沢 修自  

（今週の担当 守田  亨） 


