
    

 

                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                           
 
 
 

 

 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員会 大石 哲司  

           

◎点鐘              会長 小泉  博 

                                     

◎ロータリーソング 「我等の生業」 

            ソングリーダー 菊池  敏 

◎お客様紹介           会長 小泉  博 

本日、お客様はいらっしゃいません。 

 

◎会務報告            会長 小泉  博 

今日は、第2回理事会、第3回理事会（臨時）における議

決事項を報告します。 

第2回理事会（7月6日） 

第1号議案 定款第9条第3節(a)出席義務規定の免除 

クラブ細則第9条（b）、理事会は年度開始に当たり、定款

第 9 条第 3 節（a）に規定する「理事会の承認する条件と

事情」を明らかにしておかなければならない。・・に対し・・、 

「メークアップ期間を越える病気・怪我による欠席」、と

定めることとした。 

第 2 号議案 杉田誠会員からの細則第 9 条(a)の出席義務

規定免除申請平成23年7月6日付け）を受理、承認した。 

参考 クラブ細則 第9条出席義務規定の免除  

（a）理事会に対し書面をもって正当かつ十分な理由を具

して申請し承認されれば、会員は出席義務規定の免除が与

えられ、一定期間を限りクラブの例会出席を免除される。

但し、その出欠はクラブの出席率計算には算入しなければ

ならない。 

注：当条(a)に規定する出席義務規定の免除は、定款第 12

条第4節の緩和規程に基づくものであり、欠席による会員

身分の喪失を救済するのが目的である。定款第9条第3節

に規定する「理事会の承認する条件と事情」は、各人個々

の理由により個々に認められるものではない。尚、定款第

9条第3節(a)による欠席は、クラブの出欠記録に算入され

ない。 

第３回理事会（臨時）（7月13日） 

第 1号議案 遠藤二郎会員の定款第 9条第 3節(b)による

出席規定適用免除申請を受理・承認した。 

参考 クラブ定款 第9条第3節 出席規定の免除 

次のような場合、出席規定の適用は免除されるものとする。 

（b）年齢が65歳以上の会員で、かつ、一つまたはいくつ

かのロータリー・クラブのロータリー歴と会員の年齢の合

計が85年以上であり、さらに出席規定の適用を免除され 

たい希望を、書面をもって、クラブ幹事に通告し、理事会 

 

 

 

 

 

 

が承認した場合。 

第2号議案 第 2回理事会における第1号議案、定款第9

条第 3 節(a)の出席義務規定の免除について・・、【「理事

会の承認する条件と事情」を記して文書にて届け出る。】

を追記する事とした。 

 

◎幹事報告            幹事  荒瀧 義機 

・2011～2012年度の会費納入に際し、領収書、会員証を発

行します。 

・7月 18日（海の日）に行われる第61回「社会を明るく

する運動」啓発パレード参加者の出欠を確認します。 

・8月の例会予定表を配布します。 

・国際ロータリー第2750地区による、「東日本大震災復興

支援」シンボルバッチを配布しております。 

・「ハイライトよねやま」を回覧します。 

「他クラブ例会変更」・・事務局にて確認願います。 

 

【 委員会報告 】 

 

◎出席報告       出席奨励委員会 宮村  宏  

会員総数                     ３４名 
 出席義務者数                   ２５名 
 出席者数    出席義務者         １９名 
         出席義務免除者（事前MU１） ５名                                                      
            計          ２４名 
出席率     24/30    =   ８０．００ ％ 
第972回例会（6/22）訂正出席率   ７３．５３ ％  

 

◎ニコニコＢＯＸ   ＳＡＡ・親睦委員長 岩本 光雄 

 小泉  博  皆さんこんにちは 先日赤尾会員 

        のお見舞いに行って来ました。 

      とてもお元気でした。皆さんに        

宜しくとの伝言でした。 

 大松 誠二  暑気払いを毎日やろうぜ！ 

 岩本 光雄  大石会員の寒いダジャレで今日一日 

        涼しい日が過ごせそうです。 

 菊池  敏  本日はまたまた暑い一日ですネ。 

 宮本  誠  伊藤さん、伊澤さん、中谷さん、津守さ

ん、10日の多摩市合唱祭でロタキッド支

援大変有難うございました。伊澤さん中

谷さんには合唱も聴いて頂きお陰様で

大きな拍手を頂きました。 

 

 
                                                                                                                                                                   
    
 

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 
TEL042-372-6463FAX042-372-6491 Eメール tamagrc@tamagrc.join-us.jp 

会長 小泉 博  幹事 荒瀧義機    
会報・記録委員長 柴崎信洋  副委員長 大松誠二   
委員 片山哲也  菊池 敏  宮本 誠  海野榮一  山田 勍 
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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 
        ２０１１～２０１２年度 

 

 

愛と笑いで創ろう友の和・広げよう奉仕の輪 
 



宮村  宏  暑いですネ 景気も良くなるでしょう。 

 中谷 綋子  暑いですね、熱中症に気を付けましょう。 

 齋藤 誠壽  思ったより梅雨明けが早かったですネ。 

        熱中症に気を付けましょう！！ 

山田  勍  毎日暑い日が続きます。熱中症に気を 

       付けましょう。 

皆さん年齢を考えて・・・・・・ 

本日の合計￥１１，０００（累計￥ ４０，０００ ） 

 

◎その他委員会 

☆ゴルフ同好会        ゴルフ幹事 大松 誠二 

「プロ・アマ チャリティーゴルフ」、「多摩市社会福祉

協議会チャリティーゴルフ」に大勢の会員の参加を頂き

有り難うございました。 

6月13日に行われた「プロアマチャリティーゴルフ」で

は、2,107,201 円が寄せられました。今年は、東日本大

震災で被災し、現在は千葉県の「県立鴨川青年の家」に

避難している福島県の福祉医療施設の「東洋学園」に一

括寄贈されましたことをご報告します。また、6月27日

に行われた「多摩市社福協チャリティーゴルフ」での収

益額は830,780円となり、こちらは例年通り多摩市内の

施設に全額寄付されました。ご協力有り難うございまし

た。 

 ☆ＳＡＡ・親睦委員会      委員長 岩本 光雄 

SAA・親睦委員会の今年度の活動計画は、先週もお話し

しましたが基本方針として「好意と友情を深め、みんな

のためになり、すべての人に公平な、秩序ある例会・親

睦行事の運営を心がけて」参ります。具体的な実施内容

は・・先週配布の「活動計画書」、また「クラブホームペ

ージ」にも記載されておりますので・・ご覧下さい。 

 

【第2回クラブ協議会：各委員会活動計画発表】 

             進行： 幹事 荒瀧 義機 

◎ 開会               会長 小泉  博 

 ※出席奨励委員会         委員長 菊池  敏 

１．出席を続けることによる効果を会員に広報する。 

２．皆出席へのチャレンジ・・先ずは一年間から・・。 

 ※会報・記録委員会        委員長 柴崎 信洋 

１．公式記録としての役割を担う会報の記述は正確を

期す。（クラブ創立以来のす

べての会報がホームページ

にアップされている。） 

２．担当は輪番制とし、例会

毎に「担当者」、「副担当者」

を配置する。 

３．委員会報告や卓話などは

要点をまとめて記載する。 

 

 ※広報委員会         委員長 山田  勍 

１．「ロータリーの友」に記載されている記事を紹介し、「ロ

ータリーの理解」と、「会員資質の向上」に寄与する。 

２．「ロータリーの友」を公共施設など、人の集まる場所

に備え置き、閲覧に供する。 

３．IT委員会と連携して、広報に努める。 

※ロータリー研修委員会    委員長 宮村  宏 

１．「ザ・ロータリアン」、「ロータリーの友」を通して

ロータリーへの認識を深める。 

２．新会員セミナーだけでなく、ロータリーの歴史、理

念、用語などを再認識する機会をつくる。 

３．R 財団、米山記念奨学会が実践してきたことをアピ

ールし、協力を呼びかける。 

※ロタキッド委員会       委員長 中谷 綋子 

多摩グリーンロタキッド・クラブ「心の詩・少年少女合 

合唱団」の発展に寄与するため提唱クラブとしての役割 

を調整する。 

◎ ２０１０～２０１１年度委員会 活動報告  

           2010-11年度幹事 菊池  敏 

[総括]２０１０～１１年度会長テーマとして、「地域の力

となりその輪を広げよう」を掲げ、スタート致しました。 

年度を通じて、クラブ創立２０周年の記念事業が最大かつ

最重要の活動でした。早くから実行委員会を立ち上げ、各

位の協力のもと準備を行い、車いすテニス世界最高位ラン

キング選手である「国枝慎吾」「斎田悟司」両選手を招聘、

クラブ全体が一丸となって周年事業に取り組むことが出

来ました。年が明けて３月１１日、世界を震撼させた「東

日本大震災」が発生し、ドイツからの交換留学生‘ジェシ

カ’も期間満了を待たずに急遽帰国を余儀なくされるとい

う事態となりましたことはご案内の通りです。今年度は・・、

クラブ全員参加で２０周年記念事業に取り組めたことも

あり、大成功裡に終えることが出来ました。皆様から寄せ

られたご協力に感謝し、心よりお礼申し上げます。 

◎閉会               会長 小泉  博 

本日発表いただきました皆様有り難うございました。来週

の協議会は、奉仕プロジェクト関連委員会に十分な時間を

かけてとり行います。 

☆震災バッチについて      直前会長 宮村  宏 

お手元に「東日本大震災」復興支援バ

ッチをお配りしております。 

 

 

 

☆新年度ホームページ      IT委員会 宮本  誠 

ホームページへのアップ作業が完了しました。会員専用ペ

ージへのパスワードは＊＊＊＊＊＊です。（詳細は事務局

で確認してください。） 

 

☆来日生ジェシカについて     カウンセラー宮本  誠 

ひな人形が届いたとの連絡があり、大変喜んでおります。 

何とかして再来日・・したいという思いで頑張っている様

子です。 

◎点鐘             会長 小泉  博 

  （今週の担当： 海野 榮一） 


