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◎司会      ＳＡＡ・親睦委員 初野 有人 

◎開会点鐘            会長 入沢 修自 

◎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 

◎お客様紹介           会長 入沢 修自 

東京多摩ＲＣ 会長 小早川昌稔様 幹事 小暮友則様 

東京稲城ＲＣ  会長 松原一郎様  幹事吉田伸幸様 

東京東江戸川ＲＣ  森本 弘様 永井 正巳様 

◎お客様ご挨拶  

 ・東京多摩ＲＣ  会長 小早川様 幹事 小暮様 

 

多摩ＧＲＣと多摩

ＲＣとで共同のイ

ベントをぜひやり

たい。 

 

 

 

 ・東京稲城ＲＣ 会 長 松原様  幹事 吉田様 

 

多摩ＧＲＣの会員

とは縁があります。

仲良くやっていき

ましょう。 

 

 

 

 ・東江戸川ＲＣ    森本  弘様 永井 正巳様 

 

私（永井）は入沢会長とは登山

仲間で同業者です。 

今日は入沢会長就任お祝いの

ため出席しました。 

 

 

◎会務報告            会長 入沢 修自 

①  7 月 5 日、多摩センター駅での社会を明るくする

運動に会員と参加しました。 

 

 

 

 

 

 

② 7月 8日 iシティ RC、7月９日多摩 RCに幹事と表敬

訪問しました。 

③ 理事会決定事項について報告します。 

＊ 7 月１７日ガバナー補佐臨席クラブ協議会の運

営方法を決定しました。 

＊ 7月21日オリパラテストイベント自転車競技支

援内容を決定しました。初野理事より説明があ

ります。 

＊ 当クラブ 30 周年記念事業の提案書を承認しま

した。吉沢委員長より説明があります。 

＊ 2019 年規定審議会においてメイクアップに関

する規定変更については、今後とも理事会で協

議をします。 

＊  

◎幹事報告            幹事 田崎 博実 

配布：オリパラ自転車競技（ロード）概要、新会員入会 

式次第 

回覧：＊例会欠席の補填（メイクアップ）の規定につい

て ＊ガバナー月信7月号＊オリパラロードレースの出 

欠表＊ガバナー公式訪問出欠表 

 

 

 

※司会        会員増強委員長 小泉  博  

 

≪祝入会！ 鈴木俊之君≫ 

Ⅰ新会員紹介          推薦者 瀬戸 武様  

 

Ⅱ入会証書授与・バッチ貸与    会長 入沢 修自 

Ⅲ会員証・バナー授与        幹事 田﨑 博実 

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 宮本  誠 

Ⅴ所属委員会およびアドバイザーの指名 

会長 入沢 修自 

※所属委員会：ＳＡＡ・親睦委員会 

※アドバイザー：三田みよ子会員、徳原  透会員 

Ⅵ歓迎の辞           会長 入沢 修自 

 奉仕の団体としてのロータリークラブに入会された
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ことを歓迎いたします。ともに一所懸命に活動をされる

ことを期待しております。 

 

Ⅶ写真撮影  会長、幹事、アドバイザー 合同撮影 

 

Ⅷ新会員挨拶            鈴木 俊之会員 

瀬戸会員の後任で入会しました。ゴルフは好きですが社

長に桜が丘に行ってゴルフをやりすぎるなと言われま

した、ほどほどにやります。よろしくお願いいたします。 

 

【 委員会報告 】 

◎各委員会・他 

 ★創立 30周年記念事業      

式典実行委員長 吉沢 洋景 

① 実施日：2020年 9月 26日（土） 

② 場所：京王プラザホテル多摩 

③ 企画委員会委員：峯岸・入沢・田崎・初野・守田・

小泉・萩生田・伊藤・吉沢各会員 

以上ですが、会員の協力をお願い致します。 

◎出席報告      出席奨励委員会 足立順三郎 

 

会員総数                29名 

出席義務免除者           7名 

出席者数 出席義務者           17名 

出席免除者        7名                                     

計                24名 

 

出席率    24/29  = ８２.７６％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員 杉山 真一 

 小早川昌稔様  

 小暮 知則様 本日はよろしくお願い致します。 

 松原 一郎様 入沢さん一年頑張りましょう。 

 森本  弘様 お世話になります。 

 永井 正巳様 入沢会長のお祝いに来ました 

        宜しくお願いします。 

入沢 修自  お客様ようこそ。 

       ありがとうございます。  

田﨑 博実  多摩ＲＣ様 稲城ＲＣ様ご訪問あり 

がとうございます。森本様 永井様 

ようこそお越しいただきました。 

 瀬戸  武  3年間ありがとうございました。 

 初野 有人  お客様ようこそいらっしゃいました。 

 村上  久  お客様ようこそ。 

小泉  博  お客様ようこそ 鈴木さんご入会 

おめでとうございます。 

守田  亨  お客様ようこそお越し下さいました 

       瀬戸様今まで有難うございました。 

       鈴木様宜しくお願いします。 

伊藤 綾乃  お客様ようこそ！ 

遠藤 二郎  お客様ようこそ、初野さん家内が大変 

       お世話になります。 

峯岸  忠  お客様ようこそ、ご訪問有難うござい 

ます。鈴木様ご入会おめでとうござい 

ます。    

足立潤三郎  お客様ようこそ日照不足で農産物が  

       心配です。 

菊池  敏  お客様ようこそ 鈴木様入会おめで 

とうございます。 

 大槻 一夫  鈴木会員入会おめでとうございます。 

        今後とも宜しくお願い致します。 

 伊澤ケイ子  お客様ようこそ。 

 森本 由美  雨模様が続きますね。 

       お客様ようこそいらっしゃいました。 

 杉山 真一  多摩ＲＣ会長・幹事 稲城ＲＣ会長・ 

幹事、東京東江戸川ＲＣ森本様永井様 

ようこそおいで下さいました。 

 

本日の合計￥２９，０００（累計￥６３，０００ ） 

 

【クラブ協議会 委員会活動計画発表】 

◎進行            幹事 田﨑 博実 

前回に引き続き活動計画を発表してもらいます。 

 

※奉仕プロジェクト    

奉仕プロジェクト統括委員長 峯岸  忠 

① 薬物乱用防止活動 

② 消防少年団の事業を協力支援 

③ 「ラオス小児病院支援」プロジェクトに対する支援 

＊薬物乱用防止活動については次週のクラブ協議

会にて協議をします。 

 

※オリパラロードレースについて 

                初野 有人会員 

実施日：7月２１日（日）10時集合 

集合場所：京王プラザホテル多摩４Ｆ多摩信用金庫入 

口前 

内容：オリパラプレ大会の自転車競技大会の観客への 

熱中症対策として、水分補給を支援する。 

そのため、テント設営および撤去・ゴミ拾い等に従事

していただきます、参加会員自身の暑さ対策にも留意し

てください。 

 

◎閉会点鐘           会長 入沢 修自 

（今週の担当 大松 誠二 ） 


