
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                             

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

                             

◎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 

 

 地区青少年交換委員長 東京大崎ＲＣ 古谷 誠康様 

 

◎卓話「相続税法の改正について」  小田 泰機会員  

配布資料により相続税法による相

続税の計算方法を中心に解説され

ました。 

配布資料をご参照下さい。 

 

 

 

 

◎会務報告            会長 宮村  宏 

３月１９日(土)１７：００より、クラブ事務局にて第１７ 

回臨時理事会を行い、次の３議案について審議了承した。 

第１号議案：今後の予定について 

      東電の計画停電の都合で、定款第６条第１節

（b）(c)により例会時間・場所等の変更があ

り得ること。また、諸事業についても日程・

場所等の変更があり得る事。 

第２号議案：東北関東大地震災害義援金について 

      本日、募金箱を用意し、会員に義援金を募る

こと。 

第３号議案：交換留学生帰国送別費用の件について 

       出席者のメイクアップ扱いと費用について

承認しました。 

 

◎幹事報告            幹事  菊池  敏 

１．第３１回ローターアクト年次大会のご案内 

   ４月１６日１４：００～受付 

   式典：青山学院大学９号館９４０教室 

 

 

 

２．第１２回ロータリー国際囲碁大会のお知らせ 

   詳細は、事務局にお問合わせ下さい。 

３．東京米山友愛RC創立１周年記念式典があります。 

   詳細は、事務局にお問合わせ下さい。 

４．２０１０～１２年度米山カウンセラー、米山奨学生

オリエンテーションが開催されます。 

   ４月１３日(水)１５：３０～登録開始 

          １６：００～カウンセラー説明会。 

   カウンセラーとして宮村会員出席予定。 

６．RLIパート３が４月２６日８：３０～  

国立オリンピックセンターで開催されます。   

 

・４月５日（火）移動例会「よこやまの道散策」の出欠

を回覧します 

 ・東北関東大地震災害義援金についてご協力下さい 

   

◎次年度会長報告     幹事エレクト 荒瀧 義機 

次年度会長が欠席のため荒瀧幹事エレクトより報告 

１． 第４回被選理事会を３月９日例会後に行いました。 

委員会組織の変更、年間予定表の修正、４つの試験 

的プログラム、プロジェクト企画会議の結果のまと

め、について検討しました。 

     ４つの試験的プログラムに関するアンケートの締め

切が本日になっています。 

   お忘れの方は、提出をお願いします。 

２．３月９日同日、夕刻より「第１回クラブ運営管理連

絡会議」を当ホテルにて行いました。 

会長方針の発表後、各委員より要望等が出されて 

活発な意見交換がありました。 

   各委員会には、取り急ぎ委員会方針の取りまとめ 

   を４月１３日提出としてお願い致しました。 

   次回は４月２０日を予定しております。 

 

◎地区青少年交換委員長ご挨拶    古谷 誠康 様 

 この度ドイツからの交換留学 

  生ジェカを８ヶ月間ホストし 

  ていただきありがとうござい 

ました。この度の震災により、  

志半ばにしての帰国は残念で  

したが、無事ドイツに帰りま 

した。また、前日には送別会  
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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                

 



をして頂き心より感謝申し上げます。彼女にとってこ

の８ヶ月間は素晴らしい経験だったと思います。この

絆を将来にわたっても強く築いて行きたいと思って

います。現在、東日本に来ている留学生はほとんど帰

国しています。 

また、今後日本から海外へ留学を希望する学生も沢山

います。その節はご協力のほど宜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 足立潤三郎 

 

会員総数              ３６名 
  出席義務者数            ２８名 
  出席者数     出席義務者    １９名 
           出席義務免除者   ６名                                                      

           事前ＭＵ      １名  
           計        ２６名 
出席率     26  34  =７６．４７ ％ 
第958回例会（3/2）訂正出席率 ８０．００％  

 

◎ニコニコＢＯＸ   ＳＡＡ・親睦委員会 岩本 光雄 

 

  古谷 誠康様 この度は来日生のジェシカが大変お世 

         話になりました。また来日の際にはぜひ  

        あたたかくおむかえ下さい。 

宮村  宏  地区青少年交換委員長ようこそ 

        小田さん卓話よろしくお願いします。 

阿部 華歌  小田様卓話楽しみです。 

足立潤三郎  東北地方太平洋沖地震お見舞い申し上 

        げます。地震恐いですね。原子力発電所 

        の今後が心配です。 

大松 誠二  地震被害者の方々にお見舞い申し上げ 

        ます。これからも応援しますよ。 

萩生田政由  小田様卓話楽しみにしています。 

猪股 末男  東北、関東大震災義援金にご協力を 

        お願い致します。 

 伊藤 英也  小田公証人役場所長様 卓話よろしく 

        お願いします。 

岩本 光雄  古谷様 多額のニコニコ有難う御座居 

       ました。 

伊澤ケイ子  被災者の苦しみを思うと心が痛みます。 

       私達が今皆で少しずつ我慢する事で何 

       らかの役に立つように思います。 

中谷 綋子  小田さん卓話楽しみです。 

齋藤 誠壽  震災、津波の復興を祈念し、限りない支 

       援を致しましょう。 

澄川  昇  小田さん卓話宜しくお願い致します。 

関岡 俊二  小田さん卓話よろしくお願いします。 

津守 弘範  東北太平洋地震は大変でしたね。 

        4月1日付けで多摩郵便局より桜の切手 

        が発行されます。吉祥院も２か所に 

        のっております。どうぞ市内の郵便局で 

        お求め下さい。 

海野 榮一  東北関東大地震・・・・大変なことが 

       起こりましたね。一刻も早い復興を 

       お祈りします。 

山田  勍  東北関東大震災、お見舞い申し上げます。 

 吉沢 洋景  大地震 大変です。 
 
 本日の合計￥３０，０００（累計￥７３５，１３８ ） 

 

◎その他委員会 

☆奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ企画会議    企画ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ代理 

                    宮本  誠 

多摩グリーン RC の会員の奉仕プロジェクト提案を樹

木の形に置き換えて図画し、説明がありました。 

(配布資料参照)この資料を基に被選理事会で検討し、

実施事項が決まることになります。 

 

☆細則検討委員会         委員長 宮本誠  

例会の後、細則検討委員会を行います。 

 

 ☆ロータリー研修委員会    委員長 伊藤 英也 

入会２年未満の会員を対象に本日 １８：００より 

研修会を行います。 

対象者は、齋藤会員、柴崎会員、三田会員、荒瀧会員、 

  伊藤会員、大石会員、杉山会員、岩本会員、藤本会員         

      以上です。 

 

☆募金活動委員会       委員長 澄川  昇 

               副委員長 猪股 末男 

東北関東大震災の寄付が￥５４，０００集まりました。

ご協力ありがとうございました。 

 

 ☆ＳＡＡ・親睦委員会     委員長 萩生田政由 

 

１．４月５日移動例会は １０：３０ 永山駅集合 

「横山の道」散策 

１３：３０より例会  レストラン「さと」 

２．４月２７日の高西寺での座禅会は、都合により翌 

   日４月２８日(木) １７：３０～に変更します。 

３．計画停電の関係上、例会の時間の変更があり得ま

す。その都度、事務局より連絡を致します。 

 

☆スクラッチ会      ゴルフ部長 大松 誠二  

３月３０日にコンペを予定していましたが、自粛して

中止致します。次回の予定は改めてご連絡致します 

 

◎点鐘              会長 宮村  宏  

     （今週の担当：山田  勍 ） 

 

※４月のロータリーレート ＄＝￥８０ 

 

 

 


