
    

 

                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                           
 
 
 

 

 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員会 岩本 光雄 

   

                            

◎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 

 東京東村山ＲＣ        幹事 野村 高章様 

 岡山西南ＲＣ            椎原 裕二様 

 東京江戸川ＲＣ    Ｒ情報委員長 森本  弘様 

 元米山奨学生             金 景暋様 

 会員ご家族              杉田 勇様 

 

☆お客様ご挨拶 

 野村 高章様 

こんばんは。今、私は東村山RCで幹事をしています。 

 当クラブも来週３クラブ合同のガバナー訪問があるよ

うですが、私共の地区の水野ガバナーは、ミズノスポー

ツの社長です。彼のスローガンは、｢充実｣です。１日に

２ヶ所訪問とか活動されており、かなりの負担だと思い

ます。また、オリンピックの招致委員会委員長も担当し

ておられかなり忙しい方です。お友達感覚でお付合いさ

れたらと思います。今後ともよろしくお願いします。 

 森本 弘様 

 こんばんは。私は多摩市の愛宕に住んでいます。 

 勤務先が、江戸川区の関係でRCに入会して15年になり、 

 昨年、４２代会長を務めました。今年は、R情報委員長  

 でR新情報を伝える役目をしております。情報勉強会で

は、基本的な事よりも意見交換会を主体に RC を知りあ

うこに重点を置いています。今日は、どうもありがとう

ございました。 

 椎原 裕二様 

岡山から参りました椎原です。  

私共岡山西南RCで台中東南RCと

姉妹関係にあり、私が国際奉仕委

員長を務めています。交換留学生

を連れて、台中に行き先方は会員 

が 40 名位だと思いますが、歓迎

され壇上で歌を歌わせていただ

きました。一人一人と握手を交わし非常によかったと思

っています。今後ともよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

◎会務報告            会長 小泉  博 

１ 遅くなりましたが、本日修正予算案を配布しました。 

 非常に厳しい予算となっておりますので、慎重なる予算

執行が必要です。ご協力をお願い致します。ついては、 

 会員増強の活動を重ねてお願い致します。 

２ 先週の例会親睦旅行、富士見 RC との友好 PJ 参加の皆

さんお疲れ様でした。内容も盛り沢山でしたが３つの 

 目的について、すべて満足の結果が出ました。SAA、 

伊澤PJ委員長に感謝致します。 

３ 次回（11/1）ガバナー訪問があります。全員の出席を

目指しています。SAAの方々は、よろしくお願いします。 

４ 昨日行われました東グループゴルフコンペ、参加され

た方はお疲れ様でした。大ハプニングがあったようです

がゴルフ同好会幹事さんお疲れ様でした。 

 小泉会長、菊地、中谷、杉山会員が参加。 

５ ガバナー訪問合同例会後、第１１回定例理事会を行い

ます。役員・理事の方は、出席お願いします。 

 

◎幹事報告            幹事  荒瀧 義機 

１ 配布資料：修正予算書 

２  ２  回覧 ：・青少年交換派遣生 細谷愛奈さんの８・ 

        ９月の月次報告。 

      ・バギオ基金バギオ訪問交流の旅募集要項。 

       ・2012年国際R年次大会のお誘いと2750 

              地区ガバナーナイト開催のお知らせ(後日 

       パンフレット配布予定）。 

      ・移動例会親睦旅行の記念写真回覧。 

        希望者は、申し込んで下さい。 

３ 来週の例会は、１１月１日(火)３クラブ合同ガバナ 

   訪問です。 

食事会場は３F白白鳳B 11;30～12;30 

合同例会は、白鳳A     12;30～13；30です。 

 ４ 多摩東グループ親善野球大会についてのアンケー  

ト集約結果は「今年度は参加出来ません」となりま

した。 

 ５ 国際RC第2750地区2010-2011年度地区財務報告 

   が届いています。ご覧になる方は事務局まで。 

 ６ 10月12日例会で入会推薦の4名について10月18 

   日までに異議の申出がありませんでしたので、入 

    会を認めたことになります。ご了承ください。 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                   
    
 

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 

                                                                                                                                                                   ２０１１．１０．２６． 第９８８回例会  No.２２－１６  ２０１１．１１．１発行 

 

 

  
                                                                                                                          

 

 

        

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

  

    
      

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   ５名                                                      

            事前ＭＵ      ０名  
            計        ２２名 
出席率     22/28   =  ７８．５７％ 
第986回例会（10/12）訂正出席率 ７３．３３％ 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員会 大石 哲司 

 野村 高章様 今日は私の誕生日なのですが、家族が 

        揃わないのでこちらに遊びに来ました。 

宜しくお願いします。 

 小泉  博  お客様ようこそいらっしゃいました。 

        楽しんで下さい。 

 荒瀧 義機  小泉年度が3分の１経過しました。 

        これからも宜しくお願いします。 

 足立潤三郎  富士見RCとの合同移動例会本年度 

           親睦旅行 大変お疲れさまでした。大変 

           盛り上がったそうで良かったですね。 

        杉田さんお元気そうで、ようこそ。 

 大松 誠二  杉田さんお元気で何よりです。 

        良かったね。 

 萩生田政由  杉田  誠さんお久し振りです。 

 岩本 光雄  パンパカパーン！杉田会員 復活！！ 

        おめでとう。 

 伊澤ケイ子  富士見ロータリー合同例会親睦旅行 

        お疲れ様でした。 

        杉田さんようこそ。 

 菊池  敏  金 様 ようこそ！お客様ようこそ。 

 中谷 綋子  杉田さんお元気なお顔がみられて嬉し 

        いです。  

 宮村  宏  富士見ツアー行けなくて残念でした。 

 関岡 俊二  杉田さんお久し振りです。 

 杉田  誠  3頭の虎が2頭の虎になって残念です。 

 海野 榮一  杉田さんようこそ!! 

                キムさんいらっしゃい。 

 山田  勍  暑い日 寒い日 身体に気を付けま 

        しょう。 

本日の合計￥１８，０００（累計￥２９３、０５１）  

 

◎海野会員よりキムさんの紹介 

 今日の例会にお誘いしたところ、気持ちよくお土産を持

って参加していただきました。村上会長年度でキムさん

は大学を卒業され博士号を取得され、今は八王子市鑓水

に彫刻のアトリエと住まいを構えておられます。 

 自分は、アーチストとして生きていきたいと思っておら

れます。皆で応援してあげましょう。 

 また、「紅参」のお店を開店され、会員にお土産として

持参されています。皆さんのご協力をお願いします。 

 お嬢さんは、今8歳で小学2年生です。 

キムさんご挨拶 

 こんばんは。2007年度の奨学生として、皆様には大変お

世話になりました。大学を卒業して海野さんの紹介の通

り、今は鑓水に作業所と住宅を構

えることができました。 

 制作時に発生する騒音に気を

使わずに夜も作業ができるので

良かったと思っています。 

 今まで、展覧会等色々行ってき

ましたが、今年鹿島建設の彫刻コ

ンクールに応募し、入選8名に選ばれました。来年3月

に鹿島建設本部ビルに展示するため実物大の作品制作

に頑張っているところです。主人も米山奨学生として八

王子南RCにお世話になっています。 

また、主人と八王子市に会社を設立しました。 

今は、その会社と自分の作品に頑張っているところです。 

 皆様には、大変お世話になりありがとうございます。 

紅参のパックを会員にプレゼントされました。 

健康飲料で、とても身体に良いようです。 

キムさんありがとうございました。 

◎その他委員会 

☆ゴルフ部           部長 菊池  敏 

菊池会員より多摩東グループゴルフコンペの参加結果

発表があり出席者全員大爆笑でした。 

 出席者：小泉会長、菊池会員、中谷会員、杉山会員。 

 男性3名は、中谷会員に完敗したこと。 

 参加チームの結果発表では、我がチームが優勝で、景品   

 受領し優勝挨拶の弁を考えていた矢先に、ゴルフ場より 

 スコアのミスがありと発表され、優勝から10位に転落。 

 ミスは、桜ケ丘CCのミスです。 

優勝取消は勿論、頂いた景品も返却。ショック。 

以上報告まで 

 

  

 

東村山 RC の野村さんは今日が誕生日なので一緒に祝い

ました。関岡会員が代表して挨拶されました。 

大松 誠二会員、伊澤ケイ子会員、三田みよ子会員 

  山田  勍会員、萩生田よし子様、岩本みち子様 

  菊池知恵子様、 小泉 寿子様、宮村 裕美様 

  関岡 良子様、 山田 育子様 

 

◎点鐘             会長 小泉  博  

  杉田会員、療養中でしたが回復され久しぶりの 

  ご出席、おめでとうございます。 

  （今週の担当： 山田  勍 ）  


