
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                               
 
 
 

 

 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員会 足立潤三郎 

◎点鐘             会長 萩生田政由                                                     

◎ロータリーソング 「我等の生業」 

           ソングリーダー 菊池  敏 

◎「四つのテスト」の唱和 

         ＳＡＡ・親睦委員長 杉山 真一                  

◎お客様紹介          会長 萩生田政由 

 東村山ＲＣ         会長 野村 高章様 

 岡山西南ＲＣ           椎原 裕二様 

 例会体験             杉田  悠様 

 多摩グリーンロタキッドクラブ 

｢心の詩・少年少女合唱団｣  代表 宮本 朱美様 

 彫刻家           キム キョンミン様 

 キムさんご家族        オ ジミンちゃん 

会員ご家族             村山 純平君 

  

◎会務報告           会長 萩生田政由 

会員のご夫人・ご夫君で誕生月に当られる方に招待状を

送ります。その月の最終例会で、一緒に誕生祝をしよう

ということで、案内が届きましたら、是非ご出席下さい。 

◎幹事報告           幹事 三田みよ子 

回覧  8／20ガバナー公式訪問出欠表（再回覧） 
 

 

片山 哲也会員・矢部勝美 新会員引継式 

 

進行         会員増強委員長 齋藤 誠壽 

 

≪祝入会！ 矢部勝美君≫ 

≪残 念！ 片山哲也君≫ 

 

Ⅰ．退会挨拶・推薦の言葉      片山 哲也会員 

京王百貨店は、従来より外商部員が多摩グリーンRC 

会員を努めて来ました。私、6/23の移動で外商から 

聖蹟桜ヶ丘店長となりまして、RC会員としては外商 

部副部長 矢部勝美が引継ぎます。ご指導宜しくお願 

い致します。在籍中は大変お世話になりました。今後 

も当クラブに時々伺わせて頂きたいと思っています。 

Ⅱ．入会証書授与・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  

ロータリー研修委員長 澄川  昇 

Ⅴ．アドバイザー指名及び所属委員会発表 

                会長 萩生田政由 

  アドバイザー： 澄川  昇会員、小泉  博会員 

  所属委員会 ： ＳＡＡ・親睦委員会 

Ⅵ．送る言葉・歓迎の言葉     会長 萩生田政由 

片山さんは5年間の在籍、色々とご協力頂き有難うご

ざいました。今回、聖蹟桜ヶ丘店長にご栄転です。 

今後も気軽に来て下さい。矢部さん、ようこそ！片山

さん同様、早く馴染んでいただきたいものと思います。 

Ⅶ．新会員挨拶    (株)京王百貨店お得意様外商部 

副部長 矢部 勝美会員 

20数年間外商一筋に勤務して来ました。勤務地は聖

蹟桜ケ丘店。片山店長は5F、私は9Fが職場です。 

一日も早く馴染んで行きたいと思います。ご指導の程

宜しくお願い致します。 

Ⅷ．記念写真撮影 

 

 

 

 

 

 

 
 

《 ロタフェロー認証式 》 

ロタフェロー委員長 田﨑 博実 

只今よりロタフェロー認証式を行います。 

＜認証状授与＞ 

＊多摩グリーンロタキッドクラブ「心の詩・少年少女合

唱団」（代表：宮本朱美さん） 

＊彫刻家：キム・キョンミンさん 

《宮本朱美さん》 

私と主人は8年前より毎週土曜日、みゆき稚園をお借り

して子供たちの合唱練習を看ています。現在 23 人在籍

し、指導の鈴木先生と主人の夢は、30 人の団体となっ

てロータリー自慢の子供達を育てることです。 

お知り合いを是非ご紹介下さい。関岡さんには練習場所 
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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！             

 

 



を提供して頂き本当に感謝申し上げます。本日は、ロタ

フェローということ、大変有難うございます。 

《キム・キョンミンさん》 

私は6年前、米山奨学生として紹介されて、ずっとお世

話になり、今日は彫刻家として紹介されて、感慨深いで

す。皆様との縁が切れないで今日まで来れたこと、大変

嬉しく感謝しています。知人や友人、周囲の方々に当

RCとの関係がさらに深まっていることを知らせたい、 

今後も彫刻家として頑張ります。宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

【 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       22名 

出席義務免除者          7名                                      

計               29名 

出席率    29/33=  87．87％ 

第1066回例会（7/17）訂正出席率 88.24％ 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員会 小泉  博 

野村高章様 お久し振りです。今晩は表敬訪問に       

参上しました。萩生田会長 三田幹事 

        1年間お互いに頑張りましょう。 

椎原裕二様  娘ユカリがなんとジャニーズのミュ 

ージカル｢ドリームボーイズ｣のバッ 

クダンサーに選ばれました。 

 萩生田政由  お客様ようこそ！矢部様入会おめで 

とうございます。片山様今後共よろし 

くお願いします。 

 三田みよ子  お客様ようこそ 今日は盛りだくさん

の内容です 楽しみましょう。 

 足立潤三郎  片山様ご栄転おめでとうございます 

        矢部様ご入会おめでとうございます。 

 荒瀧 義機  萩生田年度1カ月が終えました。 

        暑い時期ですが元気に行きましょう。 

 伊澤ケイ子  お客様ようこそ。 

 片山 哲也  本日で多摩グリーンロータリークラ 

ブを去りますが次の矢部はとても素 

晴らしい人間です。皆様のご活躍を 

お祈り致します。 

 菊池  敏  お客様ようこそ！ 

小泉  博  お客様ようこそ 皆さんお久ぶりです。 

 峯岸  忠  入会して1カ月 感謝！！ 

 峯岸  忠  杉田さん入会待っています。 

 宮本  誠  ロタキッドのロタフェロー認証ありが 

とうございます。 

 村上  久  お客様ようこそおいで下さいました。 

        片山さん山田文夫さんご栄転おめで

とうございます。 

 齋藤 誠壽  杉田様例会をお楽しみください 

        矢部様ようこそ。 

 関岡 俊二  片山さん長い間有難うございました。 

        矢部さんよろしくお願い致します。 

 澄川  昇  ロタフェローの皆様ようこそいらっ

しゃいました。よろしくお願い致しま

す。 

 田﨑 博実  キムさん、ロタキッドの皆様ロタフェ

ローご受諾、有難うございました。 

 津守 弘範  矢部勝美さんようこそ 片山さん 

        時々顔を出して下さい。 

 海野 榮一  暑くなりましたね。 

 山田  勍  久し振りに出席しました お客様 

ようこそ。 

 森本 由美  心地よいムード作りをしながら、貢献 

        する所存です。 どうぞよろしくお願 

いします。 

本日の合計￥３１,０００ （累計￥１６３，０００ ） 

乾杯！！  

直前会長 澄川 昇 

 

◎7月の誕生日祝 
♪ Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ ♪ 
赤尾 恭雄会員、遠藤 二郎会員、 

伊藤 英也会員、宮村  宏会員 

 

 

 

 

 

◎｢栄冠は君に輝く｣  ソングリーダー 杉山 真一 

※全員で合唱しました。 

良い歌ですね・・・。この曲で○十年前の青春時代を思

いだすのは私だけでしょうか・・・？ 

◎点鐘              会長 萩生田政由 

   （今週の担当： 山田  勍） 

 片山 哲也会員 ご栄転 

山田 文夫会員 ご昇進 

おめでとうございます！ 
 

～ 懇親会 ～ 

《花束贈呈》 
 

片山 桜ヶ丘店店長 
山田  総支配人 


