
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                               
 
 
 

 

 

 

 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員会 海野 榮一 

 

◎点鐘                     会長 澄川  昇          

                                            

◎国歌「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 澄川  昇 

 東京稲城ロータリークラブ          山本 英司様 

     〃                     馬場 輝彦様 

 岡山西南ロータリークラブ          椎原 裕二様 

  

◎会務報告                  会長 澄川  昇 

会務報告はございません。 

お知らせとしまして、 

多摩市教育委員会より協力要請として、中学生の職場体

験の案内が届いています。 

なお、本日例会後 定例理事会を開催しますので役員・理

事の方は出席願います。 

 

◎幹事報告                 幹事 荒瀧 義機 

･配布物⇒ ①ロータリーの友３月号 

        ②ＣＬＰ導入後の委員会組織概要 

・回  覧⇒ バギオ便り 

・他クラブ例会変更⇒ 東京飛火野ＲＣ、東京日野ＲＣ 

・Ｅ－ＭＡＩＬアドレス変更⇒ 東京神宮ＲＣ 

 

※お知らせ⇒ 事務局のパソコンが不調の為、例会のご

案内が届いていない方がいるかもしれませんので、その

場合は、事務局までご連絡下さい。 

 

◎東京稲城ﾛｰﾀﾘｰ･ｸﾗﾌﾞ創立40周年記念式典のご案内 

                          山本 英司様 

                          馬場 輝彦様 

☆40周年記念事業実行委員会 山本英司様 

自分の事で恐縮ですが、４月で満90歳を迎えます。これ 

 

 

 

 

 

 

 

からも皆様と共に精進

していきたいと思いま

す、よろしくお願い申し

上げます。 

稲城ＲＣも４０周年の年

を重ねました、これか

らも両クラブ共に手を

携えて親（クラブ）孝行

していきましょう。パンフレットのご案内にもありますように、

５月16日（木）に、パルテノン多摩において式典、京王プラ

ザホテルにて、祝賀会を挙行したいと思いますので、皆様

ご参加をお願い致します。 

☆４０周年記念事業実行委員会 馬場輝彦様 

常日頃は、ボランティア等その他の活動で大変お世話に

なっております。 

記念式典は全員参加の登録でお願いしたいと思います。

また誠に恐縮ですが、備品等の貸し出しのご協力をお願

い申し上げます。 

 

≪山本様よりお知らせ≫ 

第28回のプロ・アマチャリティーゴルフは稲城ＲＣがホスト

クラブとなっております、各クラブからも最低3組以上の参

加者を集めて頂きたいと思います。ロータリアンに限らず

参加が可能ですから、皆様ぜひご参加下さい！ 

 

【 委員会報告 】 

 

◎出席報告          出席奨励委員会 吉沢 洋景 

 

会員総数                      34名 

出席義務者数                   25名 

出席義務免除者                9名 

出席者数 出席義務者（MU1名含）    18名 

出席義務免除者 （MU1名含）       7名                             

計                     25名 

 

出席率    ２５/３２  =  ７８．１３％ 

第10４８回例会（２/２２）訂正出席率 ７３．３３％ 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   
    
 

 
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  入沢 修自 

 

お客様の 山本英司様 馬場輝彦様より大ニコニコを頂き

ました。 

澄川  昇  山本様、馬場様ようこそいらっしゃい 

          ました。 

 荒瀧 義機  山本様、馬場様ようこそいらっしゃい 

          ました。案内をよろしくお願い致します。 

 足立潤三郎  山本様、馬場様ようこそいらっしゃい 

          ました。 

 伊澤ケイ子  山本様 馬場様 ようこそ。 

 菊池  敏   山本英司様 馬場輝彦様 椎原 裕二様 

           いらっしゃいませ。 

 宮本  誠   春ですねー。 

 宮村  宏   山本様 馬場様 ようこそ。 

 村上  久   山本英司様 馬場輝彦様 ようこそおいで 

          下さいました。 

 中谷 綋子  春が来ました 暖かくていい日です。 

 齋藤 誠壽  山本様 馬場様ようこそお越し下さい 

ました。  

 海野 榮一  稲城RC山本英司様 馬場輝彦様 

          いらっしゃいませ。 

 

本日の合計￥２１,０００ （累計￥６７６，４３２ ） 

 

◎その他委員会 

 

  ★ゴルフ同好会              部長 小泉  博 

稲城ＲＣの山本会員からもお話がありましたが、第28回プ

ロ・アマチャリティゴルフが5月27日（月）よみうりゴルフ倶

楽部にて開催されます。申込の締切が4月20日（土）まで

となっています。会員の皆様には追って詳細のご案内をさ

せて頂きますので、皆様のご参加をお待ちしています！ 

 

12-13年度、多摩東グループの第2回親睦ゴルフコンペが、

4月25日（木）よみうりゴルフ倶楽部にて開催されます、個

人戦として各クラブ4名までとして案内が届いております。

こちらも追って詳細をお知らせいたしますので、皆様ふる

ってご参加下さい！ 

 

★奉仕プロジェクト企画会議について 

   海野 榮一会員  

このあと行なわれます、奉仕プロジェクト企画会議につい

てお話させて頂きます。 

皆様に配布しました書類は、６年前に行なったＣＬＰ導入に

より、クラブ委員会組織が大きく変化した時の資料です、こ

の資料の中に書かれているプロジェクト企画会議（全員参

加）とあるのが本日の会議です。プロジェクト決定から実

施の流れと関連組織構成についての規定は、クラブ細則

第7条-第6節（a）に記載されております。 

 

 

 

つまり、本日の会議は、次年度奉仕プロジェクト決定の為

に、皆さんから次年度の奉仕プロジェクトの希望を出して

頂き、決定する際の参考にする為の重要な会議です。 

 

 

 

【 次年度奉仕プロジェクト企画会議 】 

 

◎司会進行           企画ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ  ー 菊池  敏 

                 記録ﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰﾀ  ー 中谷 綋子 

 

◎開会挨拶            次年度副会長 村上  久 

次年度会長が PETS に参加の

為、不在です。 

6 年前よりＣＬＰを導入してこの

ような形式になりました。 

皆様の忌憚のない意見を付箋

紙に記入して頂いて、是非いい

会議にしたいと思います。どう

ぞよろしくお願い致します。 

 

＊＊しばしの記入時間のあと 各テーブル毎に内容を 

取りまとめて テーブルの代表が発表を行いました＊＊ 

 

とりあえずの内容仕分けの状況 

①健康に関する事柄   ９件 

②支援関係         ４件 

③環境関係         ７件 

④従来プロジェクト関係 と その他の分類  

 

詳細内容につきましては、取りまとめの後日提出させて頂

きます。 

 

◎閉会挨拶                  会長 澄川  昇 

 多くのご意見が提出され次年度も有意義なプロジェクト

が実施できるものと思います、お疲れ様でした。 

 

◎点鐘                   会長 澄川  昇 
 

  （今週の担当： 小泉  博） 


