
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                               
 
 
 

 

 

◎司会            ＳＡＡ・親睦委員長 菊池  敏 

 

 
会長木槌、バッチ、タスキ引継 小泉直前会長⇒澄川会長 

幹事バッチ、タスキ引継     萩生田エレクト⇒荒瀧幹事 

                             

◎点鐘                     会長 澄川  昇 

                                            

◎国家｢君が代｣斉唱 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

                   ソングリーダー吉沢 洋景 

 

◎会長就任挨拶               会長 澄川  昇 

今年度は皆で楽しく集まり「奉仕を通じて平和を」という

志の下に１年間やっていきたいと思っております。皆さん

のお力なくして成就できませんので、どうぞ宜しくお願い致

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎幹事就任挨拶               幹事 荒瀧 義機 

 澄川年度にあたりましても一層このクラブを発展させて

いこうと、具体的に実績が残る活動をやっていきたいと思

っておりますので、皆様宜しくお願い致します。 

 

◎お客様紹介                 会長 澄川  昇 

 本日はございません 

 

◎会務報告                  会長 澄川  昇 

本日例会前に第1回理事会を行ないました 

・活動計画書を承認致しましたので本日配布します。 

活動計画書については今年度も宮本会員に取り纏めを

お願いして作りました。宮本会員ありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

・来週から会報の様式を変えますのでご承知おき下さい。 

・今年度の副幹事として協力して頂いている、宮本会員よ

り副幹事の職務について「辞退届」が提出され、これを

不本意ですが受け取る事と致しました。 

 

◎幹事報告                 幹事  荒瀧 義機 

・配布物：上期会費請求書、ロータリーの友 

・回覧：バギオだより、青少年交換派遣生細谷さん月次報

告、ふくしだより 

・他クラブ例会変更：東京多摩RC、ⅰシティ RC、たまがわ

RC、日野RC、飛火野RC、狛江RC、稲城RC、調布RC  

詳細につきましては事務局にお問合せ下さい。 

 

◎直前会長報告           直前会長 小泉  博 

6 月３０日に開催の第 26 回理事会（臨時）の報告をしま

す。 

２０１２～１３年度活動計画書掲載の当年度（２０１１～２０１

２年度）の活動報告書作成について  
この件については従来、幹事による一纏めの報告として

総括するものとしており、今年度においても当然継承され

ているものであることを理事会として再確認した。 
然しながら今年度においては諸事情あり幹事作成報告を

承認せず、会長に一任するものとした。 
以上により、本日配布の今年度活動計画書に掲載の前年

度活動報告書は従前と異なり、前年度会長総括となって

いることを御承知おきねがいます。 
 

 

 

【 委員会報告 】 

◎出席報告        出席奨励委員長会 吉沢 洋景  

会員総数                  ３４名 

      出席義務者数               ２４名 

出席義務免除者              １０名 

      出席者数  出席義務者         ２０名 

              出席義務免除者        ７名                                        

               計               ２７名 

出席率     27/31   =   ８７．１０％ 

第1018回例会（6/20）訂正出席率 ８４．８５％ 

 

 

 

                                                                                                                                                                   
    
 

 
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 
TEL  042-372-6463  FAX  042-372-6491 Eメール tamagrc@tamagrc.join-us.jp 

 
会長 澄川 昇  幹事 荒瀧義機    
会報・記録委員長 宮本 誠  副委員長 小泉 博  
委員 足立潤三郎 大松誠二 遠藤二郎 柴崎信洋 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 
        ２０１２～２０１３年度 

 

全員積極参加でロータリーを楽しもう！ 
                 

 

 



◎ニコニコＢＯＸ    ＳＡＡ・親睦委員会  大石 哲司 

 澄川  昇 いよいよ始まりました。一年間よろしく       

お願い致します。 

 荒瀧 義機  いよいよ澄川年度のスタートですね。 

          いっそうの飛躍をめざして楽しく活動 

          しましょう！ 

小泉  博 皆さん一年間ご協力ありがとうございま           

した。澄川会長 『平和』 なクラブによろ

しくお願いします。 

 足立潤三郎  ２012-2013年の初例会を記念して。 

 大松 誠二  澄川会長・荒瀧幹事一年間がんばろう 

          クラブの自立のために。 

 遠藤 二郎  初例会を祝して澄川年度の成功を 

          祈ります。 

 萩生田政由  澄川会長、荒瀧幹事今年度も宜しく 

          お願致します。 

 伊澤ケイ子  澄川年度楽しい年度になりますように 

          頑張りましょう。 

 菊池  敏   澄川 荒瀧 年度の船出を祝して！ 

 宮本  誠   澄川丸出帆、本日天気晴朗なれども 

          浪高し！ 船酔注意です。 

 宮村  宏   今日はアメリカ独立記念日 

          澄川 荒瀧年度おめでとうございます 

          応援してます。 

 村上  久   澄川年度の門出を祝して。 

 中谷 綋子  新年度のスタートです。よろしくお願い 

          いたします。 

 齋藤 誠壽  会長・幹事・役員の皆様一年間宜しく 

          お願い致します。 

 津守 弘範  澄川会長、荒瀧幹事新年度よろしく。 

 海野 榮一  澄川、荒瀧年度の門出をお祝いして。 

 山田 文夫  澄川、荒瀧年度のスタートを祝して。 

 山田  勍   第１回から欠席で申し訳ありません 

          澄川会長 ごめんなさい。 

 吉沢 洋景  新年度のスタートを祝して。 

本日の合計￥ ３８，０００ （累計￥３８，０００ ） 

 

◎その他委員会 

 ☆お知らせ                  堤 香苗 会員 

ワールドキャンパス多摩という外国人留学生を受け

入れている市民団体より、ホストファミリーとして是非

ご協力を！とのお願いがあります。詳しくはチラシを

ご覧下さい。 

☆ロタキッド委員会          委員長 三田みよ子 

7/8（日）パルテノン多摩大ホールにて多摩市合唱祭

が行われます。子供達は頑張っておりますので、皆

様のお気持ちを頂けると有難いです。宜しくお願い致

します。 

☆「社会を明るくする運動」            津守弘範 

 7/16（海の日）にパレードが」あります。ロータリーの看 

板も用意しておりますので是非参加をお願い致します。 

＊小泉ＰＪ実施委員長 

これは、本年度奉仕プロジェクト「多摩市の奉仕行事

への参加ＰＪ」の一つでもあります。  

☆小田 泰機会員 勲章受章のご紹介 

                      直前会長 小泉  博 

5月に小田会員が「瑞宝中綬章」を受章致しました。ご無

理をお願いして、今日初めてお持ち頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小田会員より一言 

勲章を頂くことで「結局自分ひとりで生きているわけではな

い」と認識させられました。勲章よりむしろ皆さんの方が大

事なので、これから色々な行事に参加して皆さんと仲良く

させて頂きたいと思っております。宜しくお願い致します。 

 

【 クラブ協議会 ： 各委員会活動計画発表 】 

 

◎進行                     幹事 荒瀧 義機 

会開の挨拶                  会長 澄川  昇 

 

※クラブ運営管理関連統括委員会  委員長 伊澤ケイ子 

 本年度、各委員会がいかに緊密に連携して協力していく

かが、この１年間楽しく例会が出来るか否かになると思い

ます。各委員会の運営がスムーズに運ぶように後押しをし

ていきたいと思います。 

 

※プログラム委員会           委員長 齋藤 誠壽 

 今年は文化と文明の問題、災害等を考えていきたいと思

っております。市井の方々、一般の方々にもお越し頂いて

色々なお話しを伺い、澄川会長のご方針通りそれが楽し

ければいいと思っております。宜しくお願い致します。 

※SAA・親睦委員会           委員長 菊池  敏 

 

・例会の必要性やマナーなどは皆様よくご存知ですので、

会員一人一人の認識の下で行って頂きたい。 

・食事の無駄を省きたいと思っておりますので、月曜日ま

でに事務局に欠席予定報告して頂くようお願い致します。 

・活動計画書に 10 項目書いてありますが、皆さん何か気

付いたことがありましたら、お知らせ下さい。 

 

＊次回も引き続きクラブ協議会を実施し活動計画発表を

行います。 

◎点鐘                     会長 澄川  昇 

 

  （今週の担当： 小泉  博） 


