
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                               
 

《 新春寿夜例会 》 
 

◎司会      ＳＡＡ・親睦委員長  萩生田政由                             

◎点鐘              会長 宮村  宏                                            

◎国歌斉唱 

 ロータリーソング 「奉仕の理想」 

            ソングリーダー 吉沢 洋景 

 

◎お客様紹介           会長 宮村  宏 

 

 岡山西南ＲＣ            椎原 裕二様 

 元会員               杉野志保子様 

 青少年交換留学生   ジェシカ ヴィッヒマンさん 

 

◎会務報告            会長 宮村  宏 

１月１２日第１１回定例理事会議決事項 

第 １号議案：小笠原会員の退会を承認。 

第 ２号議案：小笠原会員退会に伴う欠員理事の補填は、

細則第1条第3節により、荒瀧会員を指名す

る。 

第３号議案：下半期奉仕プロジェクト検討のため         

第２回奉仕プロジェクト連絡調整会議を開

催する。 

第４号議案：ＨＰに２０周年事業ＤＶＤ掲載するための 

費用４万２千円を承認。 

第５号議案：下半期の卓話他の予定に関するプログラム 

委員会の提案を承認。 

第６号議案：多摩市花火大会の猪股会員の後任委員は 

      岩本会員を指名。 

第７号議案：地区大会の友愛の広場に２０周年記念事業の

DVDを放映することを承認。 

第8号議案：地区大会の選挙人として宮村会長を選出。 

第９号議案：杉田会員の細則第８条による出席義務規定免

除申請を承認。 

米山記念奨学会より 20 周年の寄付に対し感謝状の盾を頂

きました。 

 

◎幹事報告            幹事 菊池  敏 

１、新年度になりました。下半期の会費の納入時期がまい 

  リましたので、そろそろ心の準備をお願い致します。 

２、２０周年式典と特別事業のＤＶＤがＨＰに載っていま 

  す。ご覧ください。 

 

 

＊会長よりジェシカさんにお小遣いの授与を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎次年度会務報告      次年度会長 小泉  博 

昨年末の年次総会にて、次年度の役員・理事が決定 

  されました。 

  第１回の被選理事会を行います。 

  実施予定日は、次週例会後。会場等は後日ご連絡を 

  致します。 

  メンバーは  次年度会長  小泉  博 

         副会長    萩生田政由 

         会長エレクト 澄川  昇 

         直前会長   宮村  宏 

         幹事     荒瀧 義機 

         会計     三田みよ子 

         ＳＡＡ    岩本 光雄 

         理事     村上  久 

         理事     菊池  敏 

◎奉仕プロジェクト統括委員長報告   小泉博委員長 

奉仕プロジェクト連絡調整会議の第１回は上期に行 

いました。下期に入りましたので第２回の連絡調整会

議を行い、未実施の案件を検討いたします。後日ご案

内をしますので出席よろしくお願い致します。 

 

【 委員会報告 】 

◎出席報告      出席奨励委員会  杉山 真一 

 

会員総数              ３７名 
  出席義務者数            ３０名 
  出席者数     出席義務者    ２０名 
           出席義務免除者   ５名                              

           事前ＭＵ      ０名  
           計        ２５名 
出席率  25/35     ＝７１．４３  ％ 
第949回例会（12/15）訂正出席率 ７２．２２％  
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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                

 



 

◎ニコニコＢＯＸ ＳＡＡ・親睦委員会 阿部 華歌 

  

椎原 裕二  明けましておめでとうございます。 

        今年も1年世話をしてあげましょう。 

        よろしく！ 

 杉野志保子  あけましておめでとうございます。 

 宮村  宏  明けましておめでとうございます。今年 

        も宜しくお願いします。 

 菊池  敏  皆様明けましてお目出とうございます。 

        今年もよろしくお願いします。 

 阿部 華歌  新年あけましておめでとうございます。 

                本年も宜しくお願いします。 

 足立潤三郎  明けましてお目出とうございます。 

        平成23年度寿例会を記念して。 

 赤尾 恭雄  2011年明けましておめでとうございま 

        す。創立20周年を無事にクリアして 

        更にステップアップの年頑張りましょ 

        う。 

 荒瀧 義機  新年明けましておめでとうございます。 

 大松 誠二  おめでとう。愛妻の誕生日のお祝いあり 

        がとう。今日はまっすぐ家に帰りましょ  

        う。 

 遠藤 二郎  明けましておめでとうございます。 

 萩生田政由  新年明けましておめでとうございます。 

        本年も宜しくお願い致します。 

 猪股 末男  今年もどうぞ宜しくお願い致します。 

 伊藤 英也  皆様今年も宜しくお願い致します。 

 岩本 光雄  明けましておめでとうございます。 

今年も宜しくお願いします。 

 伊澤ケイ子  明けましておめでとうございます。 

        今年も楽しい例会でありますよう。 

 小泉  博  新年おめでとうございます。 

        今年もよろしく！ 

 村上  久  明けましてお目出とうございます。 

        今年も宜しくお願いします。 

 齋藤 誠壽  明けましておめでとうございます。 

        6回目の年男です。 

 関岡 俊二  今年もよろしくお願いします。 

 津守 弘範  お目出とうございます。 

        今年も良い年でありますよう。 

 海野 榮一  明けましておめでとうございます。 

 山田  勍  新年おめでとうございます。 

  

本日の合計￥ ２９，０００ （累計￥５９４，１０３ ） 

        ＜ 懇親 ＞ 

 

◎乾杯   

 次年度会長 小泉  博 

 

 

 

 

◎1月誕生日祝い 

  

    

 

 杉田  誠会員、 吉沢 洋景会員、 岩野 京子会員 

杉山 真一会員、 足立 巻子様、 大松 幸代 様、    

村上 郁子 様、 吉沢 都貴子 様、 猪股 初江 様、 

ジェシカ・ヴィッヒマンさん 

 

 

 

◎点鐘            会長 宮村  宏    

  

 （今週の担当： 山田 勍 ） 

 

            

 

 

 

 

※1月のロータリーレート ＄=￥８４ 

 


