
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                               
 
 
◎司会       ＳＡＡ・親睦委員会 小坂 一郎 

                             

◎点鐘              会長 宮村  宏 

                                            

◎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 吉沢 洋景 

 

◎お客様紹介           会長 宮村  宏 

 

  東京多摩RC            篠塚 武雄様 

    〃               荒井 明雄様 

    交換留学生      ジェシカ ヴィッヒマンさん 

  派遣候補生            細谷 愛菜さん 

 

  

◎会務報告            会長 宮村  宏 

１１月１７日 定例理事会 

 １.2011-2012年度ポリオプラス地区委員会副委員長に 

  遠藤会員の就任要請の件を承認。 

 ２.事務局の當間さんに（20周年記念事業作業の）慰労 

  金として10万円を支給する件を承認。 

 ３.ジェシカＷの通学交通費（永山駅～聖ヶ丘高校、定 

  期代）の支給を承認。 

 ４.ジェシカＷの電子辞書支給を承認。 

 ５.多摩市障がい者福祉協会理事長岩崎孝枝様より第20 

  回多摩市障がい者美術作品展協賛の依頼があり、２ 

  万円の協賛を承認。 

その他 

１. 第2750地区、ロータリアン・米山学友会・米山奨 

  学生の懇親パーティーの案内あり、詳細は事務局へ。 

２. 奉仕プログラムセミナーの案内が、会長・幹事・奉 

  仕関連委員長・委員各位・会長エレクト・次期幹事 

   宛に参っています。 

 

◎幹事報告            幹事  菊池  敏 

１. 京王プラザホテルより駐車券について、当日駐車券 

 を例会場に持参頂き、押印して割引券をお渡しする 

そうです。 

２. 本日、伊藤静子会員が元気に出席され、皆様に素 

 晴らしいお土産を頂きました。 

 

 

 

 

◎東京多摩RC ご挨拶   

次年度ガバナー補佐 篠塚 武雄様 

 

 メイクアップを兼ねて参りました、

どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

次年度グループ幹事 荒井 明雄様 

  篠塚さんにお供して参りました。来期グループ幹事と 

 してお世話になります。宜しくお願いいたします。 

 

【 委員会報告 】 

◎出席報告       出席奨励委員会 杉山 真一 

 

会員総数              ３８名 

  出席義務者数            ３２名 

  出席者数     出席義務者    １９名 

           出席義務免除者   ５名                                                      

           事前ＭＵ      ２名  

           計        ２６名 

出席率 ２６/３７        =７０．２７ ％ 

 

第945回例会（11/10）訂正出席率 ７８．３８％ 

 

 

◎ニコニコＢＯＸ   ＳＡＡ・親睦委員会 岩野 京子 

篠塚武雄様・荒井明雄様  

おじゃまします。宜しく 

 宮村  宏 篠塚様 荒井様ようこそ。 

       ジェシカいらっしゃい！ 

       誕生日の皆様おめでとうございます。 

 菊池  敏 篠塚様 荒井様ようこそ！ 

       伊藤さんお元気な姿で良かったですね！ 

 足立潤三郎 篠塚様 荒井様ようこそ。 

       今日は楽しいスクラッチ会でした。 

       イルミネーションの下を通って来ました 

       が見事でした。キレイでしたよ。 

 大松 誠二 スクラッチ会ゴルフコンペお疲れ様でし 

       た。一日楽しみましたね。 

遠藤 二郎 久し振りにスクラッチ会で優勝しました。 

 篠塚さんようこそ。 
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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 
        ２０10～２０１1年度 

 

地域の力となり、その輪を広げよう                

 



 

 

 萩生田政由 お客様ようこそ！ 

伊藤 英也 藤本さんご入会おめでとう。 

       遠藤さんスクラッチ会優勝おめでとう。 

 伊藤 静子 お久し振りです。 

 萩生田茂夫 おひさしぶりだよ おとみさん！ 

 伊澤ケイ子 伊藤静子さん全快おめでとうございます。 

 小坂 一郎 堀之内店移動申請終了しましたので今度 

       は独立店舗です。一度遊びに来て下さい。 

 宮本  誠 家内に誕生日祝いをいただけるようです 

       ので。 

 三田みよ子 お久しぶりです。 風邪引かないように 

       皆さん気を付けましょう。 

 齋藤 誠壽 篠塚様 荒井様ようこそお越し下さいま 

       した。 

   関岡 俊二 スクラッチ会御苦労様でした。 

遠藤二郎さん優勝おめでとうございま 

       す。 

 山田  勍 杉山さん御苦労様でした。藤本さん宜し 

       く。 

東京多摩RC 篠塚様 荒井様ようこそ。 
 
 本日の合計￥ ２９，０００（累計￥４８１，１０３ ） 
 

◎その他の委員会 

 ☆創立２０周年広報委員会      

広報委員長 海野 榮一 

  20周年記念事業の内容が2枚のＤＶＤに収録されまし

た。次回12月8日には皆様にお渡し出来るとおもいます。

紙の媒体（冊子）は発行致しません。我々のＨＰに創立以

来の記録が全て掲載されております。従って文字情報は全

てＨＰからご覧下さい。式典の様子、プログラムは当日会

報担当の山田勅さんが克明に記事を作って下さいました。

これもそちらから紙情報としてお受取り下さい。 

 ☆交換留学生      カウンセラー 宮本  誠  

  ジェシカは今日、夜例会として初めての出席です。夜

は学校がないので出られる筈で、月初第１例会だけでなく

夜例会にも出るように言いました。折角出てくるので皆さ

んも積極的に話しかけてやって頂きたい。日本語は大丈夫

です。細谷愛菜（カウンセラー遠藤会員）さんも来てくれ

ています。たまたま来年ドイツへ派遣が決まっているそう

です。 

 ☆クリスマス例会について   

ＳＡＡ・親睦委員長 萩生田政由         

  街はクリスマス色となってまいりました。クリスマス

例会にはご家族お誘いのうえ、是非お出で頂きたい。 

◎ゴルフスクラッチ会      

同好会会長 大松 誠二 

今日の優勝者は遠藤二

郎さん、二位が関岡俊

二さん、三位が足立さ

んの奥様で足立さんは

もっと下の方です。次

回は来年桜が咲く頃に

と思っております。 

≪会員入退会引継式≫ 

 ＊進行          増強委員会 吉沢 洋景 

    【祝入会：藤本 操君】【残念：杉山 紀彦君】 

Ⅰ 退会挨拶・推薦の言葉 

           杉山紀彦会員 

たった四ヶ月の間でしたが残念です。

この間に 20 周年記念式典にお手伝い

させて頂き皆さんに親しくして頂きま

した。急な移動で八王子へ参ります。

お世話になりました。 

 

Ⅱ 入会証書授与・バッチ貸与  会長 宮村  宏  

Ⅲ 会員証・バナー授与       幹事 菊池  敏 

 

Ⅳ「四つのテスト」授与 

    ロータリー研修委員長 伊藤 英也 

 

Ⅴ アドバイザー指名及び所属委員会発表 

                  会長 宮村 宏 

 

  アドバイザー ：伊藤 英也会員、宮村  宏会員 

  所属委員会  ：SAA・親睦委員会 

 

Ⅵ 送る言葉・歓迎の言葉      会長 宮村 宏 

 

Ⅶ 新会員挨拶           藤本 操 会員 

 

大変プレッシャーを感じ

ております。30年程新宿に

おりまして、4年4ヶ月前

に八王子に参りました。杉

山とは八王子と多摩をチ

ェンジした具合です。世界

に名だたる奉仕団体に入

れて頂き、一歩一歩皆様と活動出来るように頑張ります。 

 

１１月誕生祝          ＳＡＡ・親睦委員会 

≪ＨＡＰＰＹ BIＲＴＨＤＡＹ≫ 

   小泉  博会員 大石 哲司会 岩本 光雄会員 

   宮本 朱美様  富澤 徳子様  片山美智子様 

 

 

 

 

 

 

◎お礼と点鐘          会長 宮村  宏  

  （今週の担当：吉沢 洋景 ） 


