
    

 

                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                           
 
 
 

 

 

 
 

≪小泉年度最終例会≫ 
 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員会 足立潤三郎 

                            

◎点鐘              会長 小泉  博 

                                            

◎国家 ｢君が代｣斉唱 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

            ソングリーダー 菊池  敏 

 

◎お客様紹介           会長 小泉  博 

 特別代表              由井 重光様 

 小坂会員のご夫人          小坂 勝子様 

 宮本会員  〃           宮本 朱美様 

 村上会員  〃           村上 郁子様 

 杉田会員  〃           杉田 久子様 

 吉沢会員  〃           吉沢都貴子様 

 宮村会員 ご家族          宮村 政宏様 

 堤 会員 ご家族          堤  雄貴 君 

 〃               堤  純平 君    

元会員               杉野志保子様   

元米山奨学生            何  超 君 

◎会務報告            会長 小泉  博 

 本日例会前に理事会を開催し、岩本光雄会員から提出の

あった退会届を受理し、これを承認しました。 

◎幹事報告            幹事  荒瀧 義機 

・７月１２日（木）１１時～、ホテルオークラにおいて 

「片倉ガバナーをしのぶ会」が行われます。 

・７月２８日（土）、大田区産業プラザＰＩＯにおいて行

われます「第３２回インターアクト年次大会」（大会テ

ーマ；動物と人 共に生きる）への登録をお願いします。 

・Watch US を配布しております。 

・例会変更；東京府中ＲＣ，東京調布むらさきＲＣ 

◎次年度会務報告     会長エレクト 澄川  昇 

次年度に行います奉仕プロジェクトの実施委員長が決

まりましたのでご報告致します。 

「多摩市 奉仕的行事参加プロジェクト」 小泉   博会員 

「東日本大震災を忘れないプロジェクト」菊池   敏会員 

「蛍 再生プロジェクト」        萩生田政由会員  

 

 

 

 

 

 

 

「障がい者テニススクール」       宮村    宏会員 

多摩グリーンロタキッドクラブ「心の詩・少年少女合唱

団」支援                  三田みよ子会員 

「カンボジアアンコールワット小児病院」支援  

 関岡  俊二会員 

「富士見ロータリークラブとの友好推進プロジェクト」 

                 伊澤ケイ子会員 

・７月１０日、多摩東グループ親睦 野球、ゴルフ幹事会

が行われます。ゴルフ同好会幹事の方の出席をお願いし

ます。（親睦ゴルフの開催は１０月１６日です） 

・ガバナー公式訪問に備え「地区やクラブに関する要望・

問題点」について、８月１５日迄に会員のご意見を集約

する必要があります。各位のご協力をお願いします。 

 

   ☆ ☆ 退会式 ☆ ☆ 
◎杉田会員・岩本会員 退会式  

会員増強委員長  村上 久 

誠に残念ではありますが 杉田・岩本 両会員の退会式を

行います。杉田会員は昨年手術を経験され、その後は順調

にご快復されておられますが、歩行の際に多少のご不便を

感じられておられるようです。かねてから、ロータリアン

にとっての最大の責務は「出席」と捉えておられ、その「出

席」を思うように果たせない状況を憂えての苦渋の決断を

なさったと伺っております。また、岩本会員にあっては、

事業の急拡大に対応するため、想定外の繁忙に見舞われた

上でのご判断と伺っております。杉田・岩本両会員は、退

会後の今後においても当クラブとの親交を継続願えると

お話いただいております。 

（杉田・岩本両会員から、退会に際してのご挨拶をいただ

き、当クラブからは感謝の意を託した花束を贈呈しまし

た。） 
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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 
 

５月３０日ご逝去された片倉章雄ガバナーに対し 黙祷 



 

入 会 式 
 

≪ 田﨑 博実 会員 ≫ 

進行  会員増強委員長 村上  久 

 

Ⅰ新会員紹介        推薦者 小泉  博会員 

Ⅱ入会証書授与・バッヂ貸与並びに歓迎の辞 

                 会長 小泉  博 

Ⅲ会員証・バナー授与       幹事 荒瀧 義機 

Ⅳ四つのテスト、活動計画書、定款・細則、ロータリー 

 の手引｢用語集｣ 授与 

       ロータリー研修委員長 宮村  宏会員 

Ⅴ所属委員会発表およびアドバイザー指名 

 ※所属委員会  ： SAA・親睦委員会 

 ※アドバイザー ： 大松 誠二会員 小泉  博会員 

 

Ⅵ写真撮影  新会員・会長・幹事・アドバイザー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅶ新会員挨拶           田﨑 博実 新会員 

東京多摩グリーンロータリー・クラに入会させて頂き

ありがとうございました。簡単に

ご挨拶申し上げます。 

職業は弁護士です。弁護士＝利益

追求と思われがちですが実態は

そうでなく、「奉仕」の連続です。 

対価に拘らずに仕事をお引き受

けさせて頂く機会が多いので年

中忙しくさせて頂いております。 

ロータリー入会後は、「奉仕の心」を学ばせて頂き、 

弁護士として更なるスキルアップを計りたいと思っ 

ております。今後、ご指導のほどをよろしく 

お願い致します。 

【 委員会報告 】 

◎出席報告       出席奨励委員長会 宮村  宏 

会員総数              ３６名 
   出席義務者数            ２５名 
   出席者数     出席義務者    ２０名 
            出席義務免除者   ８名                                                      

            事前ＭＵ      ０名  
            計        ２８名 
出席率     28/33   = ８４．８５ 
第1016回例会（6/6）訂正出席率 ８７．５０％ 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員会 堤 香苗会員  

由井重光 特別代表よりお祝いをいただきました。  

杉野志保子  お世話になります。 

 椎原 裕二  小泉会長 一年間お疲れさまでした。 

        澄川年度もおじゃまします。 

 小泉  博  皆さん一年間ありがとうございました。 

        おかげで何とかゴールにたどりつけそ

うです。 

 荒瀧 義機  いよいよ最終例会ですね 次年度の飛

躍を祈念します。  

 足立潤三郎  2011-12年度最終例会を記念して。 

        杉田さん、岩本さん残念です。 

        田﨑さん入会おめでとうございます。 

 大松 誠二  小泉会長、荒瀧幹事おつかれさまでした。 

        杉田さん 岩本さん残念ですね。 

 遠藤 二郎  小泉年度完璧な完了おめでとうござい 

        ます。杉田さん22年間お疲れさま。 

 萩生田政由  小泉会長、荒瀧幹事 最終例会おめで 

        とうございます。 

 伊藤 英也  小泉年度の役員理事 一年間ご苦労 

        さまでした。 

 岩本 光雄  退会無念。 

 伊澤ケイ子  会長、幹事、役員の皆様一年間ご苦労様    

        でした。杉田さん残念です。 

 片山 哲也  最終例会ですね。今期最後の例会楽しみ 

ましょう。 

菊池  敏  田﨑様入会おめでとうございます。 

       小泉・荒瀧年度ご苦労様でした。 

       お客様存分にお楽しみ下さい。 

小坂 一郎  杉田さん健康に留意して下さい。 

       小泉さん一年ご苦労様でした。 

宮本  誠  小泉会長、荒瀧幹事お疲れ様でした。 

       澄川年度はいよいよＧＯ！ 

宮村  宏  小泉会長、荒瀧幹事一年間ごくろう様 

       でした。いい年でした。 

村上  久  小泉会長一年間ご苦労様でした。 

杉田さん何時でも戻って来て下さい。 

そして田﨑さん入会おめでとう。 

中谷 綋子  会長幹事お疲れさま 杉田さんお久し 

ぶりです。 

 齋藤 誠壽  会長、幹事様お疲れさまでした。 

 関岡 俊二  一年間小泉ジョークを楽しみました。 

 澄川  昇  小泉さんいよいよ最終ですね これか 

        ら1年ガンバリますので皆様よろしく 

        お願いいたします。 

津守 弘範  会長、幹事一年間御苦労さまでした。 

海野 榮一  小泉会長、荒瀧幹事年度の最終例会     

        をお祝いして・・。 

山田 文夫  小泉会長 大変お疲れさまでした！ 

吉沢 洋景  年度最終例会を迎え会長、幹事、理事 

       役員の皆様お疲れさまでした。 

入沢 修自  欠席分も含めて大変お世話になります。 

       ひきつづきよろしくお願いします。 

堤  香苗  最終例会を皆様都ご一緒できて ❤ 

       小泉会長、荒瀧幹事一年間ありがとう 

      ございました。          

本日の合計￥１００，０００（累計￥１，０４７、１８０） 

  



 

【 表彰 】 

 

◎年間１００％表彰   出席奨励委員長 菊池  敏 

 
 荒瀧 義機会員、大松 誠二会員、遠藤 二郎会員 

 伊澤ケイ子会員、菊池  敏会員、小泉  博会員 

 宮村  宏会員、村上  久会員、海野 榮一会員 

 

◎杉田会員、関岡会員 感謝状贈呈 会長 小泉  博 

※杉田会員は、楽しく品格のある例会運営を計る

べく、長年にわたり例会時の音楽ＣＤ（ＢＧＭ）

を選曲・提供してこられました。 

※関岡会員は、多摩グリーン ロタキッドクラブ

「心の詩・少年小女合唱団」の創設以来、長期

にわたり歌唱練習会場を提供してくださいま

した。 

よって、ご両名のご協力に対し感謝状と記念品を

贈呈させて頂きます 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

◎ロータリー財団表彰    募金委員長 遠藤 二郎 

 ＲＩロータリー財団より「ベネファクター」の表彰状お

よびメダルが届けられましたのでお渡しいたします。 

 

 

参考ベネファクター；恒久基金であり、US＄１、０００以上を寄付

された方に与えられ、ロータリアンにとって、大変に名誉な称号。 

（今年度は、小泉博会員、遠藤二郎会員（２回目）に与えられます。）    

べネファクター  小泉  博会員  遠藤 二郎会員 

 

 

 

 

 

 

 

【 退任式 】 

◎退任役員理事紹介 

 小泉  博会員、宮村  宏会員、澄川  昇会員 

 萩生田政由会員、荒瀧 義機会員、三田みよ子会員 

 足立潤三郎会員、菊池  敏会員、村上  久会員 

 

一年間、お世話になりありがとうございました。 

 

◎会長・幹事に感謝状    会長エレクト 澄川  昇 

 小泉博会長、荒瀧義機幹事は、東京多摩グリーンロータ

リー・クラブ ２０１１～２０１２年度の会長、幹事と

して活動の鼓舞・指導に貢献され、クラブに大きな実績

を残されました。その功績を称え、ここに表彰させて頂

きます。 

 

◎会長退任挨拶 

 会員各位の絶大なご協力を得て、本日を迎えることが出

来ました。役員理事、運営委員会の各委員長、奉仕プロ

ジェクト実施委員会、そして会員の方々のご協力に改め

て感謝申し上げます。 

 

◎幹事退任挨拶 

 昨年、入会後未だ日浅い身で幹事に就任以来、ロータリ

ー活動を通じて貴重な体験をさせて頂きました。 

次年度もまた、幹事役をお引き受けすることとなってお

りますのでよろしくお願いします。 

 

 



 

☆ ☆ ☆  懇親会  ☆ ☆ ☆ 

 

◎乾杯          由井 重光 特別代表 

 

乾杯の前に一言ご挨拶させ

て頂きます。 

クラブ創立から２１年も経

っておりますのに、和気藹々

の雰囲気ながら一分のゆる

みも見受けられない例会進

行に感嘆させて頂いており

ます。退会式、入会式のセレ 

モニーはもとより交わされ

会話、対話が誠に心地よく、本当に素晴らしいですね。杉

田さん、岩本さんが退会されると言うことで残念には思い

ますが、退会理由が、ロータリーの根幹である「出席義務」

を果たしきれないところにあると伺い涙が出るほどに感

動致しました。 

東京多摩グリーンロータリー・クラブは長年にわたり大き

な功績を残されてこられましたが、今後における一層のご

発展を祈念し乾杯をいたしたいと思います。 

カンパ～イ！ 
◎誕生日祝い 

Happy Birthday 
 

5月： 萩生田政由会員、津守 弘範会員、津守ユリ様 

6月： 齋藤 誠壽会員、 堤 香苗会員、小田保枝様 

    杉田久子様 

 

◎次年度役員理事紹介    会長エレクト澄川  昇 

 次年度の役員理事の方々をご紹介させて頂きます。 

 

 澄川  昇会員（会長）、小泉  博会員（直前会長）、

萩生田政由会員（会長エレクト） 伊澤ケイ子会員（副

会長）、荒瀧 義機会員（幹事）、中谷 綋子会員（会計） 

 菊池  敏会員（ＳＡＡ・親睦）、大松 誠二会員（理

事）、伊藤 英也会員（理事） 

 

 以上、よろしくお願いします。 

 

◎閉会挨拶        会長エレクト 澄川  昇 

 ２０１１～２０１２、小泉会長、荒瀧幹事年度の最終例

会にあたり大勢のお客様をお迎えし、無事終了すること

が出来ました。ありがとうございました。 

 明けて７月、新たな年度が始まります。皆様には、今年

度同様次年度もまた、一層のご支援ご協力をお願い致し

まして閉会の挨拶とさせて頂きます。 

 本日はありがとうございました 

 

◎点鐘           会長 小泉 博       

 

 手に手つないで  ：  ソングリーダー 吉沢 洋景 

一、 手に手つないで つくる友の輪 

輪に輪つないで つくる友垣 

手に手 輪に輪  

ひろがれ まわれ 一つ心に 

おゝロータリアン  おゝロータリアン  

二、手に手つないで つくる友の輪 

輪に輪つないで つくる友垣 

手に手 輪に輪  

ひろがれ まわれ 世界と共に 

おゝロータリアン  おゝロータリアン  

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

       

   

（今週の担当： 海野 榮一 ） 


