
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                               
 
 
◎司会        ＳＡＡ・親睦委員会  

                             

◎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 

 東京多摩ＲＣ       特別代表 由井 重光様 

 会員ご夫人             遠藤 秀子様 

   〃               萩生田よし子様 

   〃               宮本 朱美様 

   〃               村上 郁子様 

   〃               関岡 良子様 

 会員の息子さん           杉田 勇 様 

   〃               宮村 政宏様 

米山奨学生             何
か

  超
ちょう

 君 

青少年交換派遣生          細谷愛菜さん 

  〃  お母様          細谷 理佳様 

 

◎会務報告            会長 宮村  宏 

第24回理事会の報告 

第1号議案 障がい者テニススクール参加者の西村さんに

車椅子購入資金援助のため、会員からの寄付現在42000円、

今後も寄付を募りクラブからの補填 合わせて 10 万円を

贈る予定。 

第2号議案 会員の京王プラザホテルの藤本氏に代わり後

任の方の入会を承認しました。 

・ ガバナーより障がい者テニススクールの広報活動に対

して、地区特別広報賞を頂きました。 

 

◎幹事報告            幹事  菊池  敏 

・  配布物  お楽しみ例会会計報告、7 月の予定表、

新入会員のお知らせ。他クラブ例会変更。 

 

◎次年度会務報告      会長ｴﾚｸﾄ 小泉  博 

第10回被選理事会の報告。 

第1号議案  クラブ活動計画書は宮本会員の尽力のもと

鋭意製作中ですが、臨時理事会にて承認予定です。 

 

 

 

第2号議案  7月の例会予定を決定し、配布しました。 

第3号議案  新年度開始に向けて、SSA,プログラム、会

報各委員会と調整･確認を行いました。 

 

【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      ０名  
           計        ２５名 
出席率     25  34  =７３．５３ ％ 
第970回例会（6/8）訂正出席率 ８７．８８ ％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員会 荒瀧 義機  

 由井 重光様  吉沢先生いつも有難うござい    

         ます。お陰様でこのように元気で 

         おられます。 先生のお陰です。 

 由井 重光様  杉田さんよかった よかった 

         本当によかった 善行のお陰ネ！ 

 宮村  宏   お客様ようこそいらっしゃいました。 

         楽しんで下さい。 

菊池  敏   今日で終わりです。皆様お世話になり 

        ありがとうございました。 

阿部 華歌   本日最後の例会となりました。10年間 

        ありがとうございまいした。 

足立潤三郎   宮村、菊池年度最終例会を記念して 

        役員、理事の皆様ご苦労様でした。 

大松 誠二   宮村会長・菊池幹事そして役員の 

        皆さんご苦労様でした。 

        今日はゆっくり飲みましょう。 

遠藤 二郎   宮村会長・菊池幹事お疲れ様でした。 

萩生田政由   SAA・親睦委員会に1年間大変ご協力 

        を頂き誠に有難うございました。 

伊藤 英也   お客様ようこそ  

会長幹事、役員の皆様、1年間ご苦労 

さまです。 

 岩本 光雄   終わりよければすべてよし、宮村会長 

         ご苦労様でした。 

 伊澤ケイ子   会長、幹事1年間大変お疲れ様でした。 

 

 

                                                                                                                                                   
    
 

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 
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会長 宮村  宏   幹事 菊池 敏 会報・記録委員長 吉沢洋景 
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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                

 



 

 小泉  博   お客様ようこそ。皆様1年間お疲れ 

         さまでした。次年度こそ又よろしく 

         お願いします。 

 宮本  誠   宮村会長、菊池幹事、他役員理事の 

         皆様お疲れ様でした。 

 村上  久   杉田さん、ご快復お目出度うござい 

ます。 

 齋藤 誠壽   宮村会長・菊池幹事並びに役員の 

         皆様、1年間お疲れ様でした。 

 関岡 俊二   宮村会長、菊池幹事、理事の皆さん 

         一年間ご苦労様でした。 

 杉田  誠   入院中は多大なご厚情を頂き御礼 

         申し上げます。 

 津守 弘範   宮村、菊池年度大変ご苦労さまでした。 

 海野 榮一   宮村会長、菊池幹事、役員、理事 

         の皆さん１年間お疲れ様でした。 

 海野 榮一   杉田さん、ご快復おめでとうござい 

ます。 

 海野 榮一   猪股さん、阿部さん残念ですね。 

         ご健勝をお祈りします。 

 吉沢 洋景   会長、幹事お疲れ様でした。会報 

         記録担当委員も頑張りました。 
 
 本日の合計￥７１，０００（累計￥１，００５，１３８ ） 

  由井特別代表にお祝いを頂きました。 
 

◎その他委員会 

  ☆ロタキッド委員会       宮本  誠会員   

7/10(日)に多摩市合唱祭がパルテノン大ホールで開催さ

れます。ロタキッド合唱団も参加します、応援してくださ

い。 

【 表彰 】 

 ◎年間１００％出席表彰 

１年 荒瀧 義機、伊澤ケイ子、  

     齋藤 誠壽 

2年 遠藤 二郎、宮本  誠 

3年 宮村  宏 

          4年 大松 誠 

18年 村上  久 

20年 菊池  敏、海野 榮一   

 

 

 

 

 

 

 ◎宮村会長賞及び感謝状贈呈 

  表彰状 （増強賞 ）      宮村  宏会員 

  感謝状（ ロタキッド賞 ）   関岡 俊二会員 

   〃 （ ＢＧＭ賞  ）    杉田  誠会員 

 ◎ロータリー財団表彰  

ポールハリスフェロー１回目 小泉  博会員 

【 退任式 】 

◎退任理事役員紹介        会長 宮村  宏 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎会長・幹事に感謝状贈呈   次年度会長 小泉  博 

 

◎会長退任挨拶          会長 宮村  宏 

皆様のご協力で無事役目を終

えました。3/11 大震災では自

信を無くしかけましたが、多

くの励ましで立ち直りました。

ありがとうございました。 

 

◎幹事退任挨拶          幹事 菊池  敏 

20 周年記念事業として障がい

者テニススクールに国枝・斎田

選手を招き、全国のロータリア

ンに関心を呼ぶほどの大成功を

実現できました。3/11大震災の

影響は大きいものでしたが、こ

のような激動の1年を経験できたことは大変ありがたいこ 

 



とでした。小泉年度には協力をしていきたいと思います。

ありがとうございました。 

 

◎点鐘              会長 宮村  宏  

 

懇 親 会 

◎乾杯              由井重光特別代表 

20周年記念事業・式典は

他クラブより多くの賞賛

を聞きました。未来を見

据えたクラブの姿が素晴

らしかった。20年のクラ

ブの歴史で一番良かった

と思います。乾杯！！ 

◎６月誕生日祝い         ＳＡＡ・親睦委員会 

♪♪Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ♪♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 齋藤 誠壽会員、杉田 久子 様、 

小田 保枝 様、由井 重光 様 

 

◎阿部 華歌会員退会挨拶  

10 年間のクラブ生活でし

たが、苦しいときも会員の

方の励ましを頂きました。

先月の RC 世界大会に出席

でき、ロータリー会員の暖

かい心にも出会えました。 

 

ロータリー会員に誇りを持っています。ありがとうござい

ました。 

 

◎青少年交換派遣学生 細谷愛菜さん挨拶 

7/30からドイツに行きます。ホストク

ラブはモントヴァです。こちらのクラ

ブとの架け橋になれるようがんばりま

す。 

 

 

◎次年度役員理事紹介    次年度会長 小泉  博 

次年度の役員の紹介を致します。 

会長  小泉 博 

直前会長 宮村宏 

会長エレクト 澄川 昇 

副会長 萩生田 政由 

幹事 荒瀧 義機 

会計 三田 みよ子 

S.A.A 岩本 光雄 

理事 菊池  敏 

理事 村上  久 

 

手に手つないで ： ソングリーダー 菊池 敏 

 

（今週の担当：大松誠二） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


