
 

                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                         
◎司会      ＳＡＡ・親睦委員会 津守 弘範 

                            

 

◎点鐘             会長 伊藤 英也 

                                               

 

◎ロータリーソング 「それでこそローターリー」 

           ソングリーダー 菊池  敏 

 

 

◎お客様紹介          会長 伊藤 英也 

 東村山ＲＣ            野村 高章様 

 多摩ＲＣ             志村 光明様 

 Ｒ親善奨学生            張
チャン

 恵隣
ヘ リ ン

さん 

 

◎会務報告           会長 伊藤 英也 

本日 4/28 臨時理事会を開催致しました。 

＊第 1 号議案 新しい会員の推薦がありましたので審

査し、「適格」の為、入会を承認致したい。中谷綋子

さんの推薦です。異議のある方は１週間以内に書類

にて申し出て下さい。 

＊第 2 号議案 今年度のプロアマのチャリティーゴル

フを当クラブがホストクラブとして行います。実施

委員会を正式に立ち上げ、実施委員長として萩生田

政由会員、委員として別紙の方々にお願いする事に

致しました。 

＊津守会員が藍綬褒章を頂いたそうです。おめでとう

ございます。 

 

 

◎幹事報告           幹事  宮本  誠 

＊会長の報告にありましたプロアマチャリティーの補

足です。実施委員長を萩生田政由さんにやって頂き

ます、委員については、実施委員長より会員全員参

加の実施委員会リストが出ており、それで行うこと

に決定致しましたのでご理解下さい。 
 
＊今年度もそろそろ終わりに近づいております。今年

度の各委員会の実績を出して頂きたい。次年度の活

動報告書には載せませんが、ＨＰに載せることに去 
年からなっております。各委員会で「いろいろやっ

たけど、これだけは是非言って欲しい」等々、強調 
 
 
 

したい事も含めて５月末まで提出して下さい。 
 

◎次年度会長報告    会長エレクト 宮村  宏 

4 月 21 日第 7回被選理事会報告 

＊次年度予算案について審議しました。 

・収入は 11,400,000 円（繰越金は含まれません） 

・内容は年会費 300,000 円×35 名 10,500,000 円 

・ビジターフィー・青少年受け入れ 600,000 円（地

区からの援助） 

・支出は 11,400,000 円の見込み 

＊交換留学生受け入れが８月から始まりますので、会

員の皆様にホストファミリーご協力願いますので宜

しくお願いします。 

 名前は Jessica Wichman（ｼﾞｪｼｶ ｳﾞｨｯﾁﾏﾝ）16歳 

出身は ドイツ 

＊５／１１（火）地区協議会があります。 

会長 宮村、幹事 菊池、会員増強委員長 村上、

広報委員長 海野、出席奨励委員長 宮本、プロジ

ェクト関連委員長 小泉、募金活動委員長 澄川、

地区ポリオプラス副委員長 遠藤の各会員が出席し

ます。 

＊本日被選理事会を開催しました。 

・活動計画の承認を行いました（後日資料配布） 

・2010-11 年度 年間計画の変更について承認しま

した（後日資料配付します） 

・奉仕ＰＪ立案委員会への回答書を作成・決定しま

した。 

・今年度は、２０周年行事がある為、準備等の都合

上、前半に定款休会を取らないよう計画致しまし

た。 

・本日、例会後に奉仕ＰＪ立案委員会の会議を行い

ます。 

 
◎お礼 

＊先日の旅行にお客様であ

る野村さんが同行され、写真

を沢山撮って下さいました。

皆様の所に回しております

ので、ご覧になって下さい。

野村さんありがとうござい

ました。 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                                          

 

 

        

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

  

                       

     

          

 

                

       

          
            
 
 
 
 
 
    

     

 
 

 
 
 
 

 

 

             
 

  

    
      

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 
        ２００９～２０１０年度 

 

友情そして交流の輪を深め人生を高めよう                
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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 
TEL042-372-6463FAX042-372-6491 Eメール tamagrc@tamagrc.join-us.jp  

会長 伊藤 英也   幹事 宮本 誠  
会報・記録委員長 小泉 博   委員 萩生田政由・片山哲也・小林正裕 
副委員長      大松 誠二   小田良生・海野榮一・山田勍・吉沢洋景 



 

◎萩生田茂夫会員挨拶 

お久しぶりでございます。身体をこわしまして、1/15

から入院生活をおくり、３ヶ月もご無沙汰してしまい

ましたが、いくらか快方に向いております。まだまだ

ご無沙汰がちでご

ざいますが、本当

に皆様にはご心配

をお掛けしました

ことを心からお詫

び申し上げます。

また会からもご心

配頂きましたこと

を厚く御礼申し上

げます。 
 

 
【 委員会報告 】 

◎出席報告    出席奨励委員会  杉田  誠 

      

  会員総数              ３６名 

  出席義務者数            ３１名 

  出席者数     出席義務者    ２２名 

           出席義務免除者   ４名                                                      

           事前ＭＵ      ０名  

           計        ２６名 

出席率   26/35    =  ７４．２９ ％ 

 

第 918 回例会（4/7）訂正出席率 ７３．５３％  
 
 

◎ニコニコＢＯＸ ＳＡＡ・親睦委員会  

                 三田 みよ子 

津守 弘範  今般、保護司として藍綬褒章を受け

取ることになりました。 

       先日のクラブの旅行のお土産有難う

ございました 

 伊藤 英也  津守さん藍綬褒章受賞おめでとう 

        ございます。 

 萩生田茂夫  快気祝い。 

 大松 誠二  津守さん受章おめでとうございます。 

 猪股 末男  今年度ももう少しとなりましたね。 

 岩野 京子  親睦旅行は 2日間本当によいお天気         

        でしたネ。楽しい旅行でした。 

 伊澤ケイ子  野村さん写真ありがとうございます。 

 菊池  敏  お客様ようこそ！プロアマチャリテ

ィー協力願います。 

        津守さん藍綬褒章お目出とうござい

ます。 

小泉  博  大松さん会報お疲れ様です。 

        予想以上の出来ですよね。 

 宮村  宏  吉沢さん息子が大変お世話になりま

した。津守さんおめでとうございま

す。 

 中谷 綋子  久しぶりです。 

 

 

 

齋藤 誠壽  なかなか天候が定まりませんね。本

来なら暖かくなるはずが寒くて残念

ですね。 

 海野 榮一  野村さんいつもいつも写真をありが

とうございます。 

 海野 榮一  津守さん藍綬褒章受章おめでとうご

ざいます。 

 伊藤 静子  とても楽しいバス旅行。 

 三田みよ子  先日の旅行参加できず残念でした。 

       お土産のおまんじゅう有難うござい

ました。 

 

 本日の合計￥３４，０００（累計￥８５１，８５４） 

  

◎その他 

 

☆ロタキッドのお知らせ     

 幹事 宮本  誠 

ロタキッドが白楽荘を訪問した映像を、多摩テレ

ビで放送しております。 
時間は朝９時・１３時・夜８時・１１時です。今度

の土曜日までニュース番組で放送しておりますので

是非見て下さい。 
また多摩ニュータウンタイムズの５月号にも掲載

される予定です。 
 

＊＊＊差し入れ？＊＊＊ 

足立会員のご尽力により、別の会よりコーヒーとケー

キを会員人数分も頂きました。ゴチソウさまで～す。 

 

 

◎4月の誕生祝 

            ＳＡＡ・親睦委員会 津守 弘範 

 

 ≪おめでとうございます≫ 
 

4 月  片山 哲也会員、小坂 一郎会員 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

 

◎点鐘            会長 伊藤 英也 

 

           （今週の担当 小泉  博 ） 

 


