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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 

岡山西南ロータリークラブ     

 

 椎原 裕二様 

 

 

 

◎会務報告            会長 入沢 修自 
前回２月の定例理事会で小泉博会員から提案された出席規定

の適用免除の申請ですが、年齢とロータリー歴を足して８５以

上と言う事でしたので承認させて頂きました。 

当年度の奉仕プロジェクトで薬物ライン防止のクリアファイ

ルを作成する件で予算執行の申請が出てきましたのでこれも

承認させて頂きました。 

今後の予定としては、2月 25日 13時から予定通り地区大会が

行われます。 

◎幹事報告            幹事 田崎 博実 
・2 月 25 日に品川グランドプリンスホテル新高輪にて地区大

会が予定されています。昨今のコロナウィルスの関係で予定変

更があります。13時からの本会議は決行ですが、その後の大懇

親会は、中止となります。出席予定の方は、ご確認をよろしく

お願い致します。 

・ポリオ撲滅チャリティゴルフ案内 出席希望の方はご記入

下さい。 

・他クラブ例会変更は、事務局にお問合せ下さい。 

・3 月 1 日令和２年 春の火災予防運動巡回広報実施のご案。

10 時半に京王プラザＨ多摩の１階に集合し消防少年団用の車

両がお迎えにくるそうです。 

 

◎会員表彰  入沢 修自会長  

                幹事 田﨑 博実 
べネファクター（恒久基金）認証状とピンの授与 

ロータリーの寄付によりベネファクターの認証がありました

ので会長の入沢修司さんに授与します。（拍手） 

 

 

 

 

 

 

◎次年度会務報告    会長エレクト 峯岸  忠 
2020 年 2 月 5 日に次年度第 2750 地区補助金管理セミナーに

私と幹事の守田さんが出席しました。 

地区補助金セミナーですが、多摩グリーンももう少し頑張り補

助金を沢山頂けた方が良いかと思います。よろしくお願い致し

ます。 

本日、第２回被選理事会を行います。 

 

 

 

※司会        会員増強委員長 初野 有人 

 

≪祝入会！石井富士男君≫ 

Ⅰ新会員紹介         推薦者 峯岸 忠会員  

この度、入会して頂きます 石井富士男様は、グリナード永山

でお花屋さんを 40 年以上長きに渡り経営され現在も現役でご

ざいます。温かいご指導よろしくお願いします。 

 

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長 三田みよ子 

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：峯岸  忠会員、遠藤 二郎会員 

 

Ⅵ歓迎の辞           会長 入沢 修自 
ご入会おめでとうございます。今年度初めての方という事であ

りがとうございます。40年地元の名手また、JCの先輩という

事をお伺いしております。今後共ロータリークラブの活動等 

皆様と顔馴染みになって頂き楽しく過ごして頂けたらと思い

ます。本日は、ありがとうございました。 

Ⅶ写真撮影  会長、幹事、アドバイザー 合同撮影 
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Ⅷ新会員挨拶            石井富士男会員 
はじめまして。石井富士男と申します。最初は乞田、今は諏訪

におります。生まれも育ちも多摩で 58 年おります。元々色々

な会で知っている方もいますしお店をご利用して頂いている

方もおられますが、これから皆様と顔見知りになり楽しくこの

会に尽くしていきたいと思いますのでよろしくお願い致しま

す。至らない点もありますがご指導ご鞭撻よろしくお願い致し

ます。 

【 委員会報告 】 

◎各委員会・他 

 ・創立 30周年実施委員会 

            統括委員長 足立潤三郎 
皆さんこんにちは。石井さんご入会おめでとうございます。

11日から 16日まで 30周年記念の一環としてラオスのラオ―

フレンズに訪問する予定でしたが、5月か 6月頃に延期にな

る見込みです。 

30周年記念を盛り上げるにはラオス大使館を巻き込みラオス

訪問が決定しました。日程調整をして 30周年記念には参加し

たいという回答がありました。東京には、ラオス人会があり

祝宴でラオスの舞踊をお願いした旨を文書でお願いしたとこ

ろ快い回答がありました。  

3月 5日第二回実施委員長会議で小泉総務委員長より各実施

委員会の作業項目が提示されました。各委員長様におきまし

てお忙しいところ恐縮ですが、3月 18日多摩信用金庫の会議

室で実施委員長会議を開催します。 

各自、小委員会を開いて頂き18日に中間報告をして頂きま

す。各委員長さん宜しくお願い致します。 

 

◎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        6名                                     

計                25名 

出席率    25/29  = ８９．２９％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員 徳原  透 
 石井富士男 入会しました。 

入沢 修自 石井さん入会おめでとうございます 

田﨑 博実 石井さん、これからよろしくお願い 

します。 

峯岸  忠 石井さん入会おめでとうございます 

      会員の皆様宜しくお願いします。 

      コロナウィルスに気をつけましょう。 

伊澤ケイ子 石井さんご入会おめでとうございます。 

遠藤 二郎 石井さんようこそご入会おめでとう 

ございます。 

足立潤三郎 石井富士男様御入会おめでとうござい 

ます 

 林田 敏誠 石井様入会おめでとうございます。 

 守田  亨 石井様ご入会おめでとうございます。 

 三田みよ子 石井富士男様ご入会おめでとうござい 

ます。 

 大槻 一夫 石井様ご入会おめでとうございます。 

 伊藤 綾乃 石井新会員ようこそ！ 

 関岡 俊二 石井富士男様ご入会おめでとうございます。 

 鈴木 俊之 石井様ご入会おめでとうございます。 

 萩生田政由 石井様入会おめでとうございます。 

      よろしくお願いいたします。 

福岡  均 いよいよ多摩にもコロナウィルスが 

来る？皆さんお気を付けて！ 

 初野 有人 石井様 御入会おめでとうございます。 

菊池  敏 石井様ご入会おめでとうございます。 

大松 誠二 石井さん、入会おめでとう 

      一緒にがんばりましょう。 

徳原  透 この状況でも皆様に御利用頂き深く 

      感謝しています。 

杉山 真一 石井さん 入会おめでとうございます。 

本日の合計￥２７，０００（累計￥５５６，００４ ） 

 
◎ロータリー財団・米山奨学委員会   森本 由美 
皆様こんにちは。 

4年前から地区の職業奉仕委員会に出向し何度もセミナーに出

席して参りました。そこで気付く事は、親睦の為だけではなく

ここは、勉強の場であり皆で協力しあいながら頑張らなければ

いけないと特に思います。3 月 27 日(金)赤坂コミュニティー

プラザ「奉仕の集い」様々な奉仕の活動報告の発表があります。

30 周年を控えた私たちですが、是非とも参加して頂きたいと

思います。また、あなたのロータリーイベント サントリーホ

ール前で開催されますので、是非ご参加下さい。 

 

『 次年度奉仕プロジェクト企画会議 』 

司会  奉仕プロジェクト副統括委員長 初野 有人 

 

◎開会挨拶       会長エレクト 峯岸  忠 
次年度は、30周年も控えておりオリンピックイヤー、少年消防

団のコラボ、危険薬物等色々あるかと思いますが、皆様の忌憚

のないご意見を出して頂き中身の濃いものにしていきたいの

で宜しくお願い致します。 

 

◎奉仕プロジェクト提案・意見交換 

        企画コーディネーター 三田みよ子 
本題の奉仕プロジェクトをどうするかという点に議題をあげ

ます。30周年奉仕プロジェクトの報告は、ラオス小児病院関

連の事で出来上がる予定、消防少年団、薬物乱用は、奉仕プ

ロジェクトの大本の筋になる予定です。 

薬物乱用奉仕プロジェクトは、5月に永山のセンターの通り

でビラ配りをしました。また、多摩市内の中学生からのポス

ター標語を選考しクリアファイルに入賞者の作品を網羅した 

物を作っています。その補助としてグリーンロータリーから

製作費を出す事で作品が完成しました。これを各中学校に配

る予定をしております。 

少年消防団への事業の協力支援は、次年度の計画は未定で

す。ただ、少年消防団に限らず交通少年団にも協力できる事

があれば支援をしていきたいと思います。 

 

◎会議の総括   

奉仕プロジェクト統括委員長 杉山 真一 
こんにちは。本年度と継続した形で決まりましたが、ご意見

のある方は個別に仰って頂き答弁を開いて理事会を通して決

めたいと思います。本日はありがとうございました。 
◎閉会点鐘           会長 入沢 修自 

（今週の担当 伊藤 綾乃） 


