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◎司会       ＳＡＡ・親睦委員会 入沢 修自 

◎点鐘             会長 萩生田政由                                                     

◎ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

             ソングリーダー 菊池  敏 

◎「四つのテスト」の唱和      

ＳＡＡ・親睦副委員長 足立潤三郎                 

◎お客様紹介           会長 萩生田政由 

 東京多摩ＲＣ         会長 志村 光明様 

 東京多摩ＲＣ         幹事 小暮 知則様 

 東京稲城ＲＣ         会長 田村 安久様 

 東京i ｼﾃｨＲＣ         会長 藤井 丈久様 

  東京i ｼﾃｨＲＣ               幹事 石井 正次様 

  会員家族                 純平 君 

◎会務報告            会長 萩生田政由 

 本日例会前、第３回理事会を開催しました。 

 第１号議案：ロタフエロー委員会より、ロタフェロー

として３名と１団体の推薦があり、ロタフエロ―候補

として認証しました。彫刻家キム・キョンミンさん、

車いすテニスプレーヤーの西村祐亮さん、ＮＰＯ法人

フレンズ・ウィズアウト・ア・ボーダーＪＡＰＡＮ事

務局長の赤尾和美さん、および多摩グリーンロタキッ

ドクラブ「心の詩・少年少女合唱団」です。 

 報告事項 

 ＊2013～2014年第１回クラブ会長幹事会が7月11日、

シェラトン都ホテル東京にて行われました。ガバナ

の挨拶と今年度の主眼点の説明、6つの各委員会の

活動予定、地区大会、国際大会、日韓親善会議の説

明がありました。 

 ＊ロータリー米山記念奨学会より、2013年度上期 

  普通寄付金の要請がありました。 

 ＊2013～2014 年度復興支援地区補助金概要プロジェ

クトについて説明がありました。  

◎幹事報告             幹事 三田みよ子 

＊ 2013～2014 年度ポリオ撲滅チャリティーゴルフ

の案内を配布しました。10 月 17 日の開催で、仮

登録が8月20日までです。振ってご参加下さい。

それからポリオ撲滅のバッチを購入しました。 

お礼の手紙が来ましたので報告します。 

＊ 平成25年第１回多摩市まち美化キャンペーンの 

出欠表を回覧します。8月26日～29日の4日間 

 

 

 

 

 

 

 

です。多数の参加をお願いします。 

◎お客様ご挨拶 

 ・東京多摩ＲＣ     会長 志村様・幹事 小暮様 

 志村です。会長は二度目です。10 年前、貴クラブの

大松会長の時です。お互い協力して活動を行いたいと

思います。よろしくお願い致します。 

小暮幹事：私も10年前志村

会長のもとで幹事を務めま

した。その時は35周年、今

年は45周年です。 よろし

くお願い致します。 
  

・東京稲城ＲＣ            会長 田村様 

5 年前秋山会長の時、幹事を務めました。今回は私が

会長、秋山氏が幹事です。過日の40周年には大勢の参

加、有難うございました。本年は私

共のクラブからガバナー補佐とグ

ループ幹事がでています。現在会員

29名の少人数ですが、41年目の新

たな出発と思い、楽しいクラブを目

指しています。１年間よろしくお願

い申し上げます。  

・東京iシティＲＣ    会長 藤井様・幹事 石井様 

 会長の藤井です。満2歳のクラブで今年は3年目です。 

平均年齢52.6歳、私自身は稲城RC時代を含め21年

目です。萩生田会長と協力して活動していきたいと思

っています。よろしくお願い致します。 

石井幹事：石井正次と申しま

す。同姓が多いので正次と呼

ばれています。本日は大変立

派な会場での例会で緊張して

います。今後ともよろしくお

願い致します。 
 

≪森本 由美会員入会式≫ 

※進行         会員増強委員長 齋藤 誠壽 

Ⅰ．新会員紹介       推薦者 萩生田政由会員 

森本さんのお仕事は印刷業で、桜ヶ丘に在住です。多摩

市自治連合会の三役として、又、みどりと環境審議会で

ご一緒しました。 地元での実績と以前アメリカに在住 
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会長 萩生田政由 幹事 三田みよ子    
会報・記録委員長 大松誠二  副委員長 関岡俊二  
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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 
        ２０１３～２０１４年度 

 

人と地域に寄り添う奉仕で、魅力的なクラブを！  

 

 



されていた関係で、今後は地元の奉仕と、国際的奉仕と、

国内の奉仕を目指したいという意欲的な方です。 

Ⅱ．入会証授与・バッジ貸与    会長 萩生田政由 

Ⅲ．会員証・バナー授与      幹事 三田みよ子 

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 

ロータリー研修副委員長 小泉  博  

Ⅴ.所属委員会およびアドバイザー指名 

                 会長 萩生田政由 

 ★アドバイザー：萩生田政由会員、海野 榮一会員 

 ★所属委員会 ：ＳＡＡ・親睦委員会 

Ⅵ．写真撮影  新会員・会長・幹事･アドバイザー 

Ⅶ．新会員挨拶           森本 由美会員 

皆様初めまして。私は5年

間桜ヶ丘自治会長と 23 年

には桜ヶ丘連合会長を努め

ました。10年前までアメリ

カで会社を経営、その前は

香港、中国で仕事をして来

ました。毎日フルタイムで

働いておりまして、奉仕活動というものをする時間がな

く、いつか奉仕活動をしたいと漠然と考えていたところ、

萩生田会長よりお誘いをいただき、ライフワークとして

活動したいと思うようになりました。国の違い、人種の

違い、文化の違い、年代の違い、男女の違いなど、そし

て子ども達への思いも考えていきたいと思います。今は

本気モードになり、地域でサポートいただいた由井先生

にも相談致しました。本日お越しの藤井様、小暮様も同

じ桜ヶ丘ということで御縁を感じております。先週の体

験例会の後、お茶の席で皆さん大変親切に接していただ

き感激致しました。出来ることがあれば精一杯行いたい

と思いますので、何卒よろしくお願い申し上げます。 

   

【 委員会報告 】 

◎出席報告      出席奨励委員会 荒瀧 義機 

 

会員総数            35名 

出席義務者数             26名 

出席義務免除者         9名 

出席者数 出席義務者(MU1名含) 22名 

出席義務免除者 （MU2名含）     8名                                     

計                    30名 

出席率    30/34 =  88．24％ 

第1064回例会（7/3）最終訂正出席率 84．85％ 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員会 山田 文夫 

東京多摩RC・稲城RC・iシティRCよりお祝いを頂きま

した。 

萩生田政由  東京多摩RC会長志村様・小暮幹事様、 

       稲城 RC 会長田村様・秋山幹事様、東京

i ｼﾃｨＲＣ会長藤井様・石井幹事様 

ようこそいらっしゃいました。 

森本由美さん入会おめでとうございま 

す よろしくお願い致します。 

吉沢 洋景さん本日の卓話楽しみです。 

足立潤三郎  多摩ＲＣ志村会長、小暮幹事様、稲城Ｒ

Ｃ田村会長、秋山幹事様、i ｼﾃｨＲＣ 

       藤井会長、石井幹事様ようこそ 

荒瀧 義機  お客様ようこそいらっしゃいました。 

       森本様入会おめでとうございます。 

伊澤ケイ子  お客様ようこそ森本由美様ご入会  

       おめでとうございます。 

菊池  敏  多摩、稲城、i ｼﾃｨ 各会長、幹事 

       ご苦労様です。森本様入会式おめでとう 

       ございます。 

峯岸  忠  森本さん入会おめでとうございます。 

三田みよ子   お客様ようこそ。 森本さんご入会 

       おめでとうございます。これからも 

       宜しくお願いします。 

宮本  誠  たくさんのお客様ようこそ！ 

       森本さん入会うれしいですね。 

       日曜日ロタキッドのステージ応援 

       有難うございました。 

宮村  宏  兄弟クラブ会長 幹事様 ご苦労様。 

村上  久  お客様ようこそ。森本様入会おめでとう 

       ございます。 

中谷 綋子  お客様ようこそ。森本さん入会おめでと

うございます。 

齋藤 誠壽  森本様ご入会おめでとうございます。 

       お客様ようこそお越し下さいました。 

関岡 俊二  森本さん入会おめでとうございます。 

堤 香苗   お客様ようこそ。森本さん御入会 

       おめでとうございます。本日 純平夏休

です。いつもお世話になります。 

海野 榮一  大勢のお客様ようこそいらっしゃいました。 

村山 純平君  夏休みがもう始まりました。明日は 

          友達と遊びます。沖縄に行きます。 

本日の合計￥５１,０００ （累計￥１０９，０００ ） 

 

◎その他委員会 

★ゴルフ同好会           部長 小泉  博   

ポリオ撲滅チャリティーゴルフの案内です。地区ポリオ 

委員長は遠藤会員なのです。皆様振ってご参加ください。 

 

◎卓話「風疹について」        吉沢 洋景会員 

風疹は実は子供には軽い病気です。

別名「３日ばしか」です。ところが

妊娠初期の妊婦が罹ると胎児にか

なりの高率で先天性風疹症候群が

出ます。妊娠1か月で50％、3か月

で20％、5か月以降は殆んど出ませ

ん。難聴・先天性網膜症・心疾患になる可能性がありま

す。妊娠２か月以上前にワクチン接種が必要ですが、そ

のワクチンがマスコミの煽りで一般の人に多く回って、

若い夫婦や子どもなど、本当に必要な人たちに不足して

いるのです。もう必要のない？ 皆さんは控えて下さい。 

◎お礼と点鐘           会長 萩生田政由 
            （今週の担当： 関岡 俊二） 


