
    

 

                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                           
 
 
 

 

 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員会 足立潤三郎 

 

                            

◎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 

 東京多摩ＲＣ         会長 高野 隆夫様 

   〃            幹事 一宮 龍之様 

 東京稲城ＲＣ         会長 奈良部義彦様 

   〃            幹事 川島 保之様 

 車いすテニスプレイヤー       西村 祐亮様 

 米山奨学生             何 超  君 

 

◎会務報告            会長 小泉  博

１、次回８月３日、例会後第４回定例理事会を行います。 

   役員・理事の方はご出席をお願い致します。 

２、赤尾会員より、事務局にメールがあり転院・退院の 

  ご報告がありました。「聖ヶ丘病院」から「家族の家 

  ひまわり」に転居。 

一日も早い復帰をお待ちしております。 

３、８月の例会プログラム紹介 

  ８月１０日 会員増強月間により地区より卓話者を招 

    く予定です。会員全員参加でお話を聞こうではありま 

    せんか。 

    増強委員長の司会のもとに、増強に関するクラブフォ 

    －ラムで進めていただきたいと思います。 

◎幹事報告            幹事  荒瀧 義機 

１、地区から使用済みテレホンカードと葉書の回収依頼が 

  来ております。目的は資金集めだそうです。 

  ご協力をお願いします。 

２、交換留学生「細野愛菜さん」の３１日の見送りの件 

  皆さんにメールでお知らせしてあります。 

  お見送りと餞別をよろしくお願い致します。 

３、先日行われました「社会を明るくする運動」の礼状 

  が市から届いています。 

◎お客様挨拶 

 東京多摩ＲＣ高野会長 

 こんばんは。月日の経つのは早いものです。 

 明後日は、多摩市長の所に挨拶に、毎日勉学に勤しんで 

 おります。この度、篠塚会員がガバナー補佐になり皆さ 

 

 

 

 

 

 

にお世話になりますがよろしくお願い致します。 

上半期の行事について

は皆さんのご協力をい

ただき成功裏に終わら

せたいと思います。 

ご協力のほどよろしく

お願い致します。 

  

東京多摩ＲＣ一宮幹事 

 幹事の引受打診があった時、「この会は断れない」と 

 のことなので「はい、喜んで」ということになり、 

 引受することになりました。行うべきことについて 

 質問したところ、例会と月１～２回の会合・勉強会を 

 行う程度とのことでしたが、実際には１週間に５日も 

 出なければならなくなり、仕事になりません。 

   入会して５年目なのでそろそろ退会しようかなと思って 

て  いた矢先に幹事を受けさせられました。ロータリーは旨

いですね。 

高野会長を守りながら１年間頑張ってやらせていた  

だきます。よろしくお願い致します。 

東京稲城ＲＣ奈良部会長 

こんばんは。我がＲＣは、

昨年会長予定者が体調不

良により、理事会で会長

経験者・若い世代が良い

とのことから私が再度努

めることとなりました。 

我がＲＣの初例会には、

小泉会長・荒瀧幹事お目見えいただきありがとうござい

ました。 

  小泉会長に「やっと船出ですね」と言われた時、稲城 

  ＲＣはどんな船かなと考えました。会長がキャプテン、 

  幹事が副キャプテン。我々が舵を取った時、その時の 

  ニーズに応じて色々な用途の船になれるクラブを作り 

  をして行きたいなあと思っています。皆さんよろしく 

  お願い致します。 

  東京稲城ＲＣ川島幹事 

  こんばんは。私は、ＲＣ歴１０年になります。 

  我がＲＣは次年度にやっと４０周年を迎えます。 

  今年の奈良部会長のもと準備をして何とか成功裏に終

わらせたいと思っています。 

  是非とも皆さんのご協力をよろしくお願い致します。 
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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 
 



 

【 委員会報告 】 

◎出席報告       出席奨励委員長 菊池  敏 

会員総数              ３４名 
   出席義務者数            ２４名 
   出席者数     出席義務者    １７名 
            出席義務免除者   ６名                                                      

            事前ＭＵ      ０名  
            計        ２３名 
出席率     23/30  = ７６．６７％ 
第974回例会（7/13）訂正出席率 ８３．３３％ 
 

◎ニコニコＢＯＸ   ＳＡＡ・親睦委員会 三田みよ子 

東京多摩ＲＣ  

会長・幹事様  本日は宜しくお願い致します。 

 東京稲城ＲＣ   

会長・幹事様  1年間よろしくお願いします。 

小泉  博   お客様ようこそいらっしゃいました。 

        宜しくお願いします。 

足立潤三郎   お客様ようこそ。 

遠藤 二郎   多摩ＲＣ高野会長、一宮幹事 稲城 

        ＲＣ奈良部会長、川島幹事ようこそ 

        いらっしゃいました。  

萩生田政由   お客様ようこそ。 

伊藤 英也   お客様ようこそ。 

伊澤ケイ子   お客様ようこそ。 

菊池  敏   お客様ようこそ お楽しみ下さい。 

宮本  誠   西村選手、ようこそ。 

宮本  誠   多摩、稲城の会長・幹事 ようこそ 

        いらっしゃいました。 

宮村  宏   多摩ＲＣ会長、幹事 稲城ＲＣ 

        会長・幹事いらっしゃいませ。 

宮村  宏   西村さん遠い所からようこそ 

いらっしゃいました。 

 村上  久   お客様ようこそ！ 

 齋藤 誠壽   お客様ようこそお越し下さいました。 

 関岡 俊二   お客様ようこそ。 

 山田  勍   お客様ようこそ。 

 海野 榮一   お客様ようこそお越し下さいました。 

 

本日の合計￥５６，０００（累計￥１２１，０００ ） 

派遣生 細谷さんの御祖父様よりお礼をクラブに 

頂きました。 

◎その他委員会 

 ☆ＳＡＡ・親睦委員会      委員長 岩本 光雄 

 委員会の委員の皆さんに連絡します。 

今年度が始まる前に配布した役割分担のスケジュールに

ついて、欠員が出ましたので再度組直しを致します。 

８月１０日までには新スケジュール表を配布します。   

 

 ☆プロジェクト立案委員会   委員長 宮本  誠 

 前回、澄川統括委員長から各プロジェクトの実施委員長 

 を任命したと思いますが、早い時期に各委員長と打ち合 

 を行いたいと思いますので、スケジュールの申入れをし 

 ていただきたい。 

 澄川統括委員長、プロジェクト立案委員長、会長、 

 幹事と一緒に活動計画書の方針をさらにブレイクダウ   

 ンして話合いをしたいのでよろしくお願い致します。 

 

◎贈呈式  西村祐亮様 競技用車いす新調の支援 

     直前会長 宮村  宏 

宮村直前会長より紹介 

西村選手より感謝の言葉 

ＲＣの障がい者テニスに参加した

ことがきっかけで本日、皆様にご招

待いただいたこと、ご支援に対し 

感謝致します。 

車椅子は、我々の足です。心より感謝申し上げます。 

行く行くは、国枝選手に挑戦して勝利することを目指し     

ていま  ます。今日はありがとうございました。 

菊池会員より西村祐亮選手のＤＶＤの紹介がありました。 

「車椅子テニス選手と熱血コーチが共に歩む世界大会への道」 

日テレで（2010 7/2・2010 7/9 ）放送されました。 

 

◎奨学金授与 米山奨学生 何 超君   

会長 小泉  博 

 ４回目の奨学金、ありがとうございます。 

 皆様に感謝し、これからも勉学に励みます。 

 

◎7月誕生日祝い 

 ★ ★ ＨＡＰＰＹ ＢＩＲＴＨＤＡＹ ★ ★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤尾 恭雄会員、 遠藤 二郎会員 

伊藤 英也会員、 宮村 宏 会員 

 

従来よりのプレゼントの中身を変えました。 

和綴じのノートです。 

          ＳＡＡ委員長 岩本 光雄 

 

 

◎点鐘             会長 小泉  博 

  （今週の担当： 山田  勍 ） 

 

 


