
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                               
 
 
 

 

 

＜澄川年度最終例会＞ 

 
◎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 

特別代表ご夫妻           由井 重光様 照子様 

元会員ご夫妻            杉田   誠様 久子様 

萩生田会員ご夫人             萩生田よし子様 

小坂会員   〃                小坂 勝子様 

宮本会員   〃                宮本 朱美様 

村上会員   〃                村上 郁子様 

柴崎会員   〃                柴崎 裕子様 

堤会員ご家族                 雄貴君・純平君 

◎会務報告                  会長 澄川  昇 

 役員･理事の皆さん、そして何より会員の全ての皆さん、

1年間のご協力、本当にありがとうございました。 

◎幹事報告                 幹事 荒瀧 義機 

・配布：富士見ＲＣ40周年式典参加決算報告、親睦移動 

例会決算報告、第2750地区社会奉仕委員会より 

「社会奉仕の取り組み方」 

 ・回覧：ハイライトよねやま159号 

 ・2013－14年度例会変更：府中ＲＣ，調布ＲＣ，多摩ＲＣ    

      狛江ＲＣ，稲城ＲＣ，武蔵府中ＲＣ，たまがわＲＣ 

      調布むらさきＲＣ，iシティーＲＣ (東京 略) 

・ガバナー事務所より「平成 24 年度やまだの作文第４１ 

集」、東京町田ＲＣより５０年史が送付されて来ておりま

す ご覧になりたい方は事務局まで 

 

◎次年度会務報告       会長エレクト 萩生田政由 

 1）次年度７月２４日開催のクラブ協議会のテーマは『会

員増強について』に決定しました。 

 ２）次年度７月３日の初例会より、「４つのテストの唱和」 

   を毎回行います。 

 3）役員・理事の皆様、被選理事会にご協力いただき 

   誠に有難うございました 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 委員会報告 】 

◎出席報告        出席奨励委員会  吉沢 洋景 

 

会員総数                      33名 

出席義務者数                   24名 

出席義務免除者                9名 

出席者数 出席義務者(事前MU1名含) 20名 

出席義務免除者                8名                          

計                     28名 

出席率    28/32  =  ８7．50％ 

第1061回例会（6/2）訂正出席率 80．00％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ     ＳＡＡ・親睦委員会  入沢 修自 

 由井特別代表ご夫妻・ 杉田 元会員ご夫妻 

 小坂会員ご夫人小坂勝子様 よりお祝いを頂きました。 

 澄川  昇   本日最終例会を迎かえる事ができま 

した。皆様有難うございます。 

 荒瀧 義機  澄川年度最終となりました。皆さん大変 

          お世話になりました。どうもありがとう 

ございました。 

 足立潤三郎  2012－13年度最終例会を記念して 

          役員理事の皆さんお疲れ様でした。 

 大松 誠二  澄川年度、皆さんご協力ありがとうござい 

          ました。 

 遠藤 二郎  澄川年度最終例会を祝して。 

 萩生田政由  特別代表 由井重光様を始め多くのお客 

          様ようこそ！ 

          澄川年度の役員理事の皆様ご苦労様 

でした。 

 伊藤 英也  澄川会長 荒瀧幹事 一年間ご苦労様 

          です。 

 伊澤ケイ子  最終例会祝してお客様ようこそ。 

 菊池  敏   一年間つたないＳＡＡとして皆様にお世話 

になりました！ありがとうございました。 

 宮本  誠   中沢池下の菖蒲園にはいっぱいホタル

が飛び交っていますよ。 

 宮本  誠   会長 幹事 役員理事ご苦労様でした。 

 宮村  宏   澄川年度お疲れ様でした。ご苦労様でし 

           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 
        ２０１２～２０１３年度 

 

全員積極参加でロータリーを楽しもう！ 
                 

 

 



 村上  久   最終例会を祝して。 

 三田みよ子  澄川会長 荒瀧幹事 一年間お疲れ様で 

した。 

 関岡 俊二  澄川年度 無事任期満了を祝して。 

 齋藤 誠壽  澄川会長をはじめ役員・理事の皆様お疲 

れ様でした。 

 田﨑 博実  ギリギリ間に合ったよー。 

 堤 香苗    最終例会無事迎えられて役員の皆様へ 

           感謝です！！ 

 津守 弘範  澄川会長 荒瀧幹事 1年間ご苦労様でし 

た。 

 海野 榮一  澄川会長 荒瀧幹事 役員理事の皆様 

          1年間お疲れ様でした。 

 吉沢 洋景  最終例会皆様頑張って頂きまして 有難う 

          ございました。 

本日の合計￥１４５,０００ （累計￥１，０３０，８５８ ） 

 

【 表彰 】 

◎年間１００％出席表彰   出席奨励委員会 吉沢 洋景 

１年間皆出席： 萩生田政由会員 三田みよ子会員  

齋藤 誠壽会員  澄川  昇会員 

峯岸 千尋会員 

3年間皆出席   荒瀧 義機会員 伊澤ケイ子会員 

4年間   〃  遠藤 二郎会員 

5年間   〃  宮村   宏会員 

6年間   〃  大松 誠二会員 

20年間   〃  村上  久会員 

21年間   〃  菊池  敏会員 

22年間   〃  海野 榮一会員 

 以上13名の方々です おめでとうございました ‼ 

 
◎関岡 俊二会員 杉田  誠 元会員 感謝状贈呈 

 関岡会員：ロタキッド合唱団に幼稚園ホールを長年提供。 

杉田元会員：ＢＧＭのＣＤを提供：ありがとうございまし

た。 

【 退任式 】 

◎退任理事・役員紹介          会長 澄川  昇 

 澄川  昇会員 小泉  博会員 萩生田政由会員 

 伊澤ケイ子会員 荒瀧 義機会員 中谷 綋子会員 

 菊池  敏会員 大松 誠二会員 伊藤 英也会員 

 

 

 

 

 

 

◎会長・幹事に感謝状贈呈   会長エレクト 萩生田政由 

◎澄川会長退任挨拶 多くの方々から厳しいご意見を頂

きました。それによって私も奮起して1年間を何とか終える

こと出来ました。またロータリーのお陰で私にも計画性！

が出来たようです。感謝を改めて申し上げます。 

◎荒瀧幹事退任挨拶 ２年間幹事を続けてまいった訳で

すが私は、ロータリーに入会してまだ３年そこそこなん

です。いろいろ国際組織としての国際ロータリーという

のが大変素晴らしい組織なんだなと、改めて役を仰せ

つかってこなしていく中で勉強させていただき、生涯ロ

ータリアンとして生きていけることが最高の幸せだなと

いうことを、私自身は実感しているところです。 

これまでどうも有難うございました。 

◎点鐘                    会長 澄川  昇 

 

★★★ 懇親会 ★★★ 

◎乾杯                 特別代表 由井重光 

 

 

 

 

 

 

 

◎バンド紹介       プログラム委員長 齋藤  

 

 

◎6月誕生日祝 

齋藤 誠壽会員 堤 香苗会員 小田 保枝様  

杉山 司様 杉田 久子様 

 

 

 

 

 

 

 
◎次年度役員・理事紹介・閉会挨拶               

                   次年度会長 萩生田政由 

☆ 手に手つないで ： ソングリーダー 菊池  敏

☆ 

  （今週の担当： 大松 誠二） 


