
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                               
 
 
 

 

 

 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員会 小泉  博 

 

◎点鐘             会長 萩生田政由          

                                           

◎ロータリーソング 「奉仕の理想」 

           ソングリーダー 菊池  敏 

◎「四つのテスト」の唱和   

SAA・親睦委員会副委員長 足立潤三郎 

                  

◎お客様紹介          会長 萩生田政由 

 多摩東グループガバナー補佐    豊島 雅司様 

 多摩東グループグループ幹事    糀谷 信之様 

 東京稲城ロータリークラブ     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 萩生田政由 

地区より「会員増強賞・スポンサーピン」に関する案内が届

いています。新会員を入会させたロータリアンを地区に報

告するとガバナーより「会員増強賞・スポンサーピン」が贈

呈されます。１名のロータリアンが新会員を複数スポンサー

した場合は、その数だけ、また２名で１名を入会させた場合

は特例として２個贈呈されます。会員各位が増強により関

心を持つよう心がけてくださればと思います。 

 

◎幹事報告           幹事 三田みよ子 

＜配布物＞  2012-13年度の決算報告 

＜回  覧＞ 

①社会を明るくする運動 啓蒙パレード協力のお礼状 

②8/20（火）ガバナー公式訪問3 ｸﾗﾌﾞ合同例会の出席表 

③多摩市教育委員会 委員就任についてのご案内 

④多摩市まち美化キャンペーン （再）回覧 

 

◎前年度会務報告      直前会長 澄川  昇 

前年度の決算報告書が 7/12（金）前年度最終理事会にお

いて承認されました。詳細について、ご意見等がございま

したら御連絡下さい。前年度の多摩東グループの会計監

査報告が届いております。閲覧希望は事務局のほうで保

管していますのでご覧下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 委員会報告 】 

◎出席報告      出席奨励委員長 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       20名 

出席義務免除者          8名                              

計               28名 

出席率    28/34 =  82．35％ 

第1065回例会（7/10）訂正出席率 90.91％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員会 田﨑 博実 

 椎原 裕二様 萩生田は三田！(家政婦は見た)  

        の船出を歓迎します。がんばれ！！ 

 萩生田政由  多摩東グループ ガバナー補佐  

豊島様、グループ幹事 糀谷様 

お越しいただき有難うございます。 

 三田みよ子  お客様ようこそ 本日はどうぞお楽 

しみ下さい。クラブ協議会よろしく 

お願いします。 

 足立潤三郎  ガバナー補佐の豊島様、グループ幹事 

        糀谷様 馬場様ようこそ。 

 荒瀧 義機  豊島ガバナー補佐、糀谷グループ幹事 

        ようこそいらっしゃいました。 

        宜しくお願します。 

 遠藤 二郎  豊島ガバナー補佐、糀谷グループ幹事 

        ようこそ。 

 伊藤 英也  豊島ガバナー補佐、糀谷グループ幹事 

        ようこそ よろしく御指導お願いし 

ます。 

 伊澤ケイ子  ガバナー補佐 豊島様 グループ 

幹事 糀谷様 お客様ようこそ。 

 菊池  敏  豊島ガバナー補佐、糀谷グループ幹事 

        ようこそ！！ 

 峯岸  忠  豊島ガバナー補佐 糀谷グループ 

幹事 ようこそ。 

 宮本  誠  ガバナー補佐、グループ幹事 

本日はよろしくお願い致します。 
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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！             

 

 



宮村  宏  東グループガバナー補佐・幹事  

ようこそ。 

 村上  久  ガバナー補佐 豊島様 グループ 

幹事 糀谷様 馬場様ようこそ 

おいで下さいました。 

 中谷 綋子  お客様 ようこそ。 

 齋藤 誠壽  豊島様 糀谷様 ようこそお越し 

下さいました。 

 関岡 俊二  豊島ガバナー補佐 糀谷グループ 

幹事ようこそおいで頂きました。 

 津守 弘範  豊島ガバナー補佐 糀谷グループ 

        幹事 馬場様 ようこそ。 

 海野 榮一  多摩東グループガバナー補佐 豊島 

        雅司様 グループ幹事 糀谷信之様 

        1年間よろしくお願いします。 

 

本日の合計￥２３,０００ （累計￥１３２，０００ ） 

 

◎その他委員会 

★地区ポリオ・プラス委員会   委員長 遠藤 二郎 

当クラブからの多額な寄付について、地区からの御礼とい

うことで、End Polio Nowのバッジが届いております、寄付の

証として胸につけて頂きたいと思います。 

 

★国際奉仕プロジェクト    委員長 関岡 俊二 

今年は、ラオスになるかと思いま

すが、絵本などを寄贈できたらと

考えております、そこで早速委員

会を立ち上げさせて頂きましたの

で、組織の発表とさせて頂きま

す。 

 

 

《委員長》 関岡委員長   《副委員長》 海野会員 

《委 員》 足立会員、大松会員、伊藤会員、伊澤会員 

堤会員、森本会員 

 

★ロタフェロー委員会     委員長 田﨑 博実 

現在、西村君、赤尾さん、ロタキッド、

キムさん、の１団体３個人にロタフェ

ローの認証について案内状を発送

致しました。今月又は来月の夜例会

に認証式を行う予定です。 

 

 

★ゴルフ同好会         部長 小泉  博 

(1)多摩市社会福祉協議会より第22回チャリティーゴルフの

お礼状が届いております。（『ふくしだより』７月号掲載） 

(2)２０１３―１４年度 多摩東グループ親睦ゴルフ大会 

◆第１回親睦ゴルフ大会（団体戦） 

→平成２５年１０月２４日（木） よみうりゴルフ倶楽部にて 

◆第２回親睦ゴルフ大会 

→平成２６年３月２６日(水) 東京国際ゴルフ倶楽部にて 

(3)富士見高原 ゴルフ大会 7/28(日)・7/29(月)開催 

【 クラブ協議会 】 

            司会 幹事 三田みよ子 

◎開会挨拶           会長 萩生田政由 

 

◎活動方針      会員増強委員長 齋藤 誠壽 

【1】当該年度内に3～４名の新会員入会を目指す！ 

『萩生田会長』･･･今年度の目標を３６名に設定。 

目標は、人と地域に優しい奉仕活動で魅力的なクラブを！ 

【2】インテリジェンス、コモンセンス、及びコンプライアンス

の精神を兼ね備えたパーソナリティーの持ち主を新会

員候補として推薦して行きたい。 

『齋藤委員長』･･･知識・常識・教養・道徳を兼ね備えた方

を積極的にアプローチ。クラブの質の向上が狙い。 

『足立 会員』・・・新会員には「ロータリーに入ってよかっ

た」という嬉しいお話しを伺いました。選考型の推薦方法

ではなく、実際に体験してもらう事が大事。 

【３】全会員が一丸となって知己縁者への勧誘を！ 

『Ｒ研修委員会 小泉 会員』･･･ロータリアンでない

人達の認識が薄いのが現実。入会する前から誤解のあ

るイメージ先行で悩んでしまう方がいるのでは？ 

【4】広報委員会と協力し、積極的なアピールを！ 

『齋藤委員長』･･･ロータリーの印象→ハードルが高い、お

金がないとダメ。など誤解があるという事実を認識する。 

『広報委員会 中谷会員』・・・広報として、クラブが行う行事

の様子やロタフェローの活躍状況を随時ＨＰやクラブ会

報、地域メディアの記事として発信しタイムリーに広報し

たい。 

【5】クラブを挙げて勧誘・説得！ 

『齋藤委員長』･･･会長の努力により、既に具体的な候補の

方がいる。地域の協力のもと、目標数字をクリアしたい。 

萩生田会長：会員増強のスローガンは一人一人が実践し

て会員の勧誘と維持を計るということです。皆さんの力を

結集して会員増強にあたっていきたいと思っています。 

◎ガバナー補佐ご挨拶・講評     豊島 雅司 様 

どうか皆さん、何とか増

強をやろうじゃありません

か！増強を行い、充実し

た自分なりに満足できる

奉仕というものを心がけ

なくてならないと思いま

す。 

 

グループ幹事ご挨拶       糀谷 信之 様 

わからないことばかりなものですから皆様のお力を充分に

頂きながら、豊島ガバナーの補佐を少しでもしていきたい

と思います。これから１年間よろしくお願い致します。 

 

◎お礼と点鐘          会長 萩生田政由 

     （今週の担当： 小泉  博） 


