
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                               
 
 
 

 

 

 
 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員会 杉山 真一 

◎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・親睦副委員会 峯岸  忠 

◎お客様紹介          会長 萩生田政由 

 特別代表             由井 重光様 

 東京多摩ＲＣ        会長 志村 光明様 

   〃           幹事 小暮 知則様 

 元会員              奥木 博勝様 

 彫刻家           キム キョンミン様           

◎会務報告           会長 萩生田政由 

 2750 地区の 2016-17 年度ガバナーノミニー・デジグ

ネートが東京中央RC大槻哲也氏に決定。 

 多摩東グループ、東京稲城ＲＣの糀谷さんが辞任し、

横田定利さんが新しくグループ幹事になりました。 

◎幹事報告           幹事 三田みよ子 

・新春寿例会は全員登録です。欠席の方は本日中に会

長・幹事まで連絡してください。 

・台風 30 号によるフィリピン被災地への義援金の緊急

募金について協力をお願いします。 

・東京稲城ＲＣ、東京狛江ＲＣ、東京多摩ＲＣ、東京調

布ＲＣの例会変更。 

・RLI パート 2が 2014 年 2月 4日火曜日、オリンピッ

ク記念青少年センターで開催されます。出席希望の方

は1月20日までに事務局に連絡してください。 

・来年夏に派遣される小さな親善大使8名（青少年交換

学生）の派遣先が決まりました。新年会が 2014 年 1

月19日（日）、場所は国立オリンピック記念青少年総

合センターで14:30から開催されます。会費・登録料

は無料です。 

・事務局は、１２月２７日から１月５日まで冬休みです。 

 

【 委員会報告 】 

◎出席報告      出席奨励委員会 小坂 一郎 

 

 

 

 

 

 

 

会員総数              36名 

出席義務者数             27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    29/34 = 85.29 ％ 

第1084回例会（12/4）訂正出席率 76.47％ 
 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員会 田﨑 博実 

 奥木 博勝様 ロータリーを知っている人はロー 

タリーを愛する人には及ばない 

ロータリーを愛する人はロータリー 

を楽しむ人には及ばない 

今日は楽しませてもらいます。 

 萩生田政由  特別代表由井様、志村会長、小暮 

        幹事ようこそ。野崎マジシャン、 

        カイアナフラチーム 楽しみにして 

います。 

 萩生田政由  皆様、メリークリスマス！！ 

 三田みよ子  メリークリスマス！！今日は思いっ 

きり楽しみましょう 

 足立潤三郎  メリークリスマス クリスマス例会 

        大勢のお客様をお迎えして。 

 荒瀧 義機  萩生田年度前半最終例会となりまし 

た。後半めざしてがんばりましょう。 

 大松 誠二  今夜はホワイト・クリスマスになるで

しょうか？ 私の心のような。 

 遠藤 二郎  メリークリスマス。 

 伊澤ケイ子  メリークリスマス‼ 

 菊池  敏  メリークリスマス。 

 峯岸  忠  クリスマス会大いに楽しみましょう。 

 峰岸 千尋  メリークリスマスでニコニコ。 

 宮本  誠  メリークリスマス！今日は嫁と孫も 

        お世話になります。 

 宮村  宏  娘がお世話になります。 

 村上  久  1000回皆出席表彰いただけるそうで。 

 中谷 綋子  クリスマス会を祝して。 

 齋藤 文子  ご招待頂きましてありがとうござい 

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！             

 

 



 齋藤 誠壽  今年はお世話になりました。来年も 

        宜しくお願い致します。 

 関岡 俊二  クリスマス例会を祝して。 

 澄川  昇  クリスマスおめでとうございます。 

 津守 弘範  クリスマス例会を祝して 

 田﨑 博実  いよいよ今年も大詰めです。 

 海野 榮一  メリークリスマス！ 

 山田 文夫  楽しいＸ‘ｍａｓにしたいですね。 

 吉沢 洋景  家族でお世話になります。 

        メリー Ｘ‘ｍａｓ 

 森本 由美  Ｘｍａｓは毎年ですが、楽しいですね。 
 

本日の合計￥７９、０００ （累計￥６４７、４４８） 

由井特別代表、志村会長、小暮幹事よりお祝いを 

頂きました。 
 

★1000回皆出席表彰 村上  久会員  

                会長 萩生田政由  

私がこのクラブに入会した

のはたぶん 48 歳の時だと思

います。22 年プラス何か月

で 1000 回になるのですが、

初代の田中實会長に連れら

れて、調布の信用金庫の上で

調布ロータリークラブの例

会にメーキャップしたのを覚えています。 

自クラブだけでなく、メーキャップも出席の回数に入

りますので、それで 1000 回続けることができました。

私の体が意外と健康だったから続けられたと思います。

これからはぼちぼちいきたいと思いますので、みなさん

どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございま

した。 

 

◎点鐘              会長 萩生田政由 

 

◆◆◆ クリスマス懇親会 ◆◆◆ 
 

 司会  ＳＡＡ・親睦委員会 山田 文夫 

 

 ☆歓迎挨拶          会長 萩生田政由 

 

★お客様（ご家族）紹介      会長 萩生田政由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★乾杯          特別代表 由井 重光様 

 先ほどから参加させていた

だいて、思いました。 

この会に来たくてもこられな

い人もいたんですね。そうい

う方々からくらべると、皆さ

んは同じ場所で、同じように

できるんですね。幸せですね。

有り難いと思います。ありが

たいということは、有るとい

うことが難しいと書くんです

ね。だからそんなに有ることではないんですよ。会員の

皆様は、奥様方の暖かい愛情が、サポートがあったから

一年間参加できたんじゃないかなと思

って、この機会に奥様方に私からもかわ

ってお礼を申し上げたいと思います。ク

リスマスが楽しくできますように。来年

のお正月も元気に迎えられますように。

こちらのクラブがますますいいクラブ

になりますように祈念して、乾杯をしたいと思います。 

 

★アトラクション テーブルマジック  

            マジシャン「ＫＥＩＧＯ」 

 

★フラダンスショ―   カイアナ フラチーム 

 

 

 
元会員 小形勝子様 

 

 
◆吉沢美帆様に参加していただきました 

 

◆皆さんもフラダンスに挑戦 

★ ビンゴ大会 

 

オ ドンミン様、オ ジミンちゃん、萩生田よし子様 

菊池知恵子様、小坂勝子様、峯岸しず子様、宮本朱美様 

宮本由紀子様・和ちゃん、宮村美紀様、村上郁子様、 

齋藤文子様、関岡良子様・叔美様・凛生君・優慈ちゃん・ 

華慈ちゃん、柴崎裕子様、杉山司様、吉沢都貴子様・美帆様 

田崎千智ちゃん、村山純平君、鈴木柚凪ちゃん・咲凪ちゃん 



★12月誕生日祝      ＳＡＡ・親睦委員 

志村 光明様、 齋藤文子様、柴崎裕子様、 

村山高史様、山田祐貴子様 

 

★次年度役員・理事ご紹介  次年度会長 小田 泰機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長    小田 泰機  直前会長 萩生田政由 

会長ｴﾚｸﾄ 宮本  誠  副会長   津守 弘範 

幹事   田﨑 博実  会計    森本 由美 

ＳＡＡ  小泉  博  理事    遠藤 二郎 

理事   入沢 修自 

★閉会挨拶           幹事 三田みよ子 

まず今日は本当に楽しい会ができてよかったです。 

みなさんこれから忙しくなるかと思いますが風邪も

流行っていますのでお気をつけて良い年をお迎えく

ださい。 

★手に手つないで   ソングリーダー 吉沢 洋景 

 

 

 

 

 

 

 

（今週の担当：田﨑 博実 ）        

◆例会【18：30～19：00】 
 

◎司会        東京多摩ＧＲＣ 杉山 真一 

 

◎開会点鐘              

多摩ＲＣ会長 志村 光明 

多摩ＧＲＣ会長  萩生田政由         

                                            

◎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 

◎「四つのテスト」の唱和      

ＳＡＡ・親睦副委員会 足立潤三郎 

                  

◎お客様紹介          会長 萩生田政由 

 多摩市市長             阿部裕行様 

 

◎会務報告       多摩ＲＣ会長 志村 光明 

多摩ＧＲＣ会長  萩生田政由  

新年なので、特にありません。 

 

◎幹事報告        多摩ＲＣ幹事 小暮 知則 

多摩ＧＲＣ幹事 三田みよ子 

新年なので、特にありません。 

 

【 委員会報告 】 

◎出席報告      出席奨励委員長 荒瀧 義機 

 

会員総数              36名 

出席義務者数             27名 

出席義務免除者          9名 

出席者数 出席義務者       23名 

出席義務免除者          7名                              

計               30名 

出席率    30/34 = 88.24 ％ 

第1085・1086回例会（12/11・18） 

訂正出席率 11日 87.88％ 18日 88.24％ 
 
◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員会 峯岸  忠 

萩生田政由 新年明けましておめでとうございます。 

       皆様にもロータリーにも良い年であり 

ますようにお祈りいたします。 

三田みよ子 明けましておめでとうございます。 

       あと半年 宜しくお願い致します。 

足立潤三郎 2013-14年度寿例会多摩RCとの合同例 

会を記念して 萩生田会長 わが故郷 

ワインご馳走になります。 

荒瀧 義機 明けましておめでとうございます。 

東京多摩/東京多摩グリーンロータリークラブ 

2クラブ合同寿例会（第1087回） 

２０１４年１月１０日 

京王プラザホテル多摩 ３F 「白鳳」 



       私ごとなりますが本年70歳になります 

       よろしくお願いします。 

大松 誠二  今年は午年 年男だ 

はねるぞ、飛ぶぞ！ 

遠藤 二郎  明けましておめでとう！ 

本年も宜しくお願いします。 

伊澤ケイ子  明けましておめでとうございます。 

       今年も楽しいロータリ―になります 

ように！ 

菊池  敏  明けましておめでとうございます。 

       今年もヨロシク！！ 

峰岸  忠  おめでとうございます。 

       今年もよろしくお願いします。 

宮本  誠  新年おめでとうございます。2クラブ 

       一緒でメデタシメデタシ。 

宮村  宏  皆様おめでとうございます。 

森本 由美  明けましておめでとうございます。 

        阿部市長、お忙しい中ご出席頂きま 

してありがとうございます。 

村上  久  明けましておめでとうございます。 

       母校が箱根駅伝でみごと4度目の 

       優勝をしました。 

齋藤 誠壽  明けましておめでとうございます 

       天馬のごとく活発な年になりますよう。 

関岡 俊二  寿例会を祝して。 

澄川  昇  明けましておめでとうございます。 

津守 弘範  合同例会祝して。 
 
海野 榮一  明けまして おめでとうございます。 

       今年もよろしくお願いします。 

山田 文夫  今年もよろしくお願いします！ 
 

本日の合計￥３５,０００ （累計￥６８２，４４８ ） 
 

◎地区幹事報告 

 地区幹事 東京多摩ロータリークラブ 篠塚 武雄 

地区大会の参加の意義と、

今年の地区大会の新しい試

みに対して、是非クラブメ

ンバーの協力と、役員の皆

様方の積極的な参加に関し

て、熱意をもってお話をい

ただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

◎閉会点鐘      東京多摩ＲＣ会長 志村  光明 

東京多摩ＧＲＣ会長  萩生田政由  

 

◆懇親会 【19：00～20：30】 
 

◎司会        東京多摩ＧＲＣ 山田 文夫 

 

◎開会挨拶         多摩ＲＣ 志村 光明 

 

◎お客様挨拶       多摩市長 阿部 裕行様 

ロータリーの皆様には日

頃より大変お世話になっ

ており深く感謝申し上げ

ます。特に多摩RCさんは

長年中学生の俳句コンク

ールを続けられ、多摩グ

リーンRCさんは障害者テ

ニススクールに中学生の

参加を続けて頂いているなど、青少年の育成に大きな

貢献をいただいております。多摩市においても「２０

５０年に世界に通用する大人を育てる」という教育方

針を掲げて、このほど市立全小中学校がユネスコスク

ールの認定を受けました。このような地域の皆様のご

協力があってこそ、コミュニテイーの将来が豊かにな

ります。今後とも宜しくお願い致します。 

 

 

◎乾杯           多摩ＲＣ 由井 重光 

 

 

★★  懇 談  ★★ 

 

◎ビンゴゲーム      

多摩ＧＲＣ 森本 由美 

 

◎閉会挨拶      多摩ＧＲＣ会長 萩生田政由          

 

◎ロータリ―ソング「手に手つないで」 

              多摩ＲＣ 由井 重光 

 

数年ぶりに、親クラブ・子クラブ共に合同の寿例会を持

てたということで、それぞれに親交を深め、また、節度

ある態度で新しい年のロータリーのあり方を考える会

となりました。 

途中、京王プラザホテル 和食担当の調理長様からのご

挨拶などもあり、寿例会ならではの和食パーティー料理

の工夫などのお話をしていただきました。 

終始和やかな雰囲気で、今後もこのような

合同例会を持っていく事も、素敵な事では

ないか、と、各テーブルでもお話が盛り上

がりました。    

   

   

 

（今週の担当： 堤 香苗 ） 
 


