
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                               
 
 
 

 

 

＊第1108回例会振替＊ 
 

 

 

 

 

 

◎歓迎挨拶            会長 志村 光明 

会員数の減少をいか

に乗り越えるかが課

題です。今後とも､

奉仕活動を通じて社

会に貢献していく所

存です。 
◎御来賓祝辞 第2750地区ガバナー 舟木いさ子 様 

 日本で、はじめてとなる衛星クラブを立ち上げようと

いうことになり、心から御礼を申し上げます。 
 

◎寄付金贈呈（多摩市教育委員会、ロータリー財団、 

米山記念奨学会） 

実行委員長 水野 晴行 

◎記念事業 

「東京多摩せいせきロータリー衛星クラブ」創設 

              実行委員長 水野 晴行 

       衛星クラブ創設特別委員長 篠塚 武雄 

 

◎お祝いの言葉  第2750地区 研修リーダー 

         パストガバナー 市川 伊三夫 様 

45 周年の記念事業として衛

星クラブ設立という考えを

お持ちいただいたことが涙

が出るほどうれしく心から

感謝しています。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

◎講演 ﾃｰﾏ「災害・異常気象の実態と対応について」   

理学博士 山岸 米二郎 様 

エネルギーや資源の効率的使用で温

暖化の進行を遅らせ、経済の持続的

発展を図りつつ新しいエネルギー資

源の開発に期待する心構えが大切で

しょう。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 委員会報告 】 

◎出席報告      出席奨励委員会 

 

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（MU2名含）  22名 

出席義務免除者          7名                              

計               29名 

出席率    29/34 =85.29 ％ 

第1106回例会（5/28）訂正出席率 87.88 ％ 

（今週の担当：小泉  博 ） 

 

 

                                                                                                                                                                 
    
 

 
例会場  京王プラザホテル多摩 例会日 水曜日12：30～   月最終例会18：30～ 
事務局  〒２０６－００３３ 多摩市落合1-43  京王プラザホテル多摩５６１号 
TEL  042-372-6463  FAX  042-372-6491 Eメール tamagrc@tamagrc.join-us.jp 

 
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  
委員 片山哲也 小泉博 宮本誠 田崎博実 堤香苗 海野榮一 山田勍 

                                                                                                                                                                   ２０１４．０６．１７ 第１１０８回例会  No.２４－４５  ２０１４．０７．０２発行 

 

 

  
                                                                                                                          

 

 

        

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

  

    
      

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！             

 

 

第１部 記念式典     

第２部 記念講演  

第３部 祝宴  



２０１４．０６．１８ 第１１０９回 例会 

 No.２４－４６  ２０１４．０７．０２発行 

                                                                                                                                                                                                                  
◎司会        ＳＡＡ・親睦委員会 杉山 真一 

◎点鐘             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・親睦委員会  杉山 真一 

                 

◎お客様紹介           会長 萩生田政由 

 特別代表ご夫妻         由井 重光様 照子様 
 多摩グリーンロタキッドクラブ「心の詩 少年・少女合唱団」 

（ロタフェロー）        代表 宮本 朱美様 

 彫刻家（ロタフェロー・元米山奨学生）   キム キョンミン様 

キムさんご家族             オ ジミンちゃん 

米山奨学生        スラミニットクン・ノピパット君 

会員ご夫人  遠藤秀子様、萩生田よしこ様、菊池智恵子様 

小坂勝子様、 村上郁子様、  関岡良子様  

吉沢都貴子様  

会員ご家族          村山雄貴君 村山純平君 

 

◎会務報告             会長 萩生田政由 

 

シェラトン都ホテル東京で６月１４日

に開催されました会長・幹事会におい

て、「会員増強功労賞」をいただき表彰

されました。ご報告いたします。 

 
◎幹事報告             幹事 三田みよ子 

配布：「東京多摩ＲＣ45周年記念式典」出席カード・領収書 

回覧：ガバナー月信6月号、国際ロータリー及びＲ財団2012

～13年度「年次報告書」、第34回インターアクト（8/2）

年次大会のお知らせ、ハイライト米山171号、第64回

社会を明るくする運動（7/21）のお知らせ。 

他クラブ例会変更：東京府中ＲＣ，東京狛江ＲＣ，東京たま

がわＲＣ，東京調布ＲＣ 

 

◎次年度会務報告       会長エレクト 小田泰機 

第７回被選理事会（6月11日開催）の審議内容を報告します。 

１、次年度“花見例会”の予定日を４月１日から２日に変更。 

２、第１回理事会に提案する2014～15年度予算案（素案）が

次年度幹事より提示されました。 

３、SAA委員会より、寿例会を多摩RCと合同開催する旨の提

案があり、これを承認しました。 

４、遠藤二郎会員の地区役員就任（2015～16年度R財団委員

会ポリオ委員会委員長）を承認しました。 

５、①第38回インターアクト年次大会②カンボジア教師育成

支援共同プロジェクト③米山奨学生カウンセラーセミナ

ーの 参加登録要請のうち、②は参加見送りとすることを

承認。(詳細は事務局でご確認ください。) 

６、ガバナー公式訪問は、当初予定通りの9月30日で決定。 

７、2014～15 年度活動計画書作成の進捗について、宮本会員

より状況報告がなされました。 

８、2014～15年度、会長・幹事就任にあたり、多摩RC、稲城

RC、iシティーRCを表敬訪問することが決まりました。 

９、「次年度活動計画書」承認の初回理事会を7月2日例会前

の11時30分から行い、さらに、例会終了後にも理事会を

開催することを決定しました。 

 

【 委員会報告 】 
◎出席報告       出席奨励委員会 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(事前M1名)  22名 

出席義務免除者          7名                              

計               29名 

出席率    29/34 = 85.29％ 

第1107回例会（6/4）訂正出席率 93.75％ 

 
◎ニコニコＢＯＸ   ＳＡＡ・親睦委員会 峯岸  忠 

 由井重光様 吉沢先生 毎年私の健康管理有難うご

ざいます。 

 村上郁子様 萩生田会長、三田幹事、一年間大変お疲 

れさまでした。私も最終例会、クリスマ 

ス会には20年間１度も欠席したことは 

ありません。 

そんな自分をほめてあげたい！   

 萩生田政由 会員の皆様一年間大変お世話になり 

ました。今後とも宜しくお願い致します。 

 三田みよ子 長いような短いような一年でした。 

       有難うございました！！ 

 足立潤三郎 萩生田年度最終例会に ご夫人をお迎

えして。 

 荒瀧 義機 萩生田年度最終例会おめでとう。 

 大松 誠二 一年間、会長・幹事・役員の皆様 

       お疲れさまでした。 

       会員のみなさんもね。 

 伊澤ケイ子 萩生田会長、三田幹事、役員理事の皆さ 

       ま一年間ご苦労さまでした。 

 菊池  敏 最終例会を迎えて一年間無事終った事

に感謝します。 

 小泉  博 萩生田会長 三田幹事一年間お疲れさ

までした。杉山委員長何も出来ずすみま

せんでした。 

 峰岸 千尋 会長 萩生田様ご苦労さまでした。        

 峯岸  忠 萩生田会長、三田幹事さん一年間お疲れ

さまでした。 

 宮本  誠 萩生田会長、三田幹事 他役員理事の 

       皆さん、1年間お疲れ様でした。 

       よい年度でしたね。 

 宮村  宏 萩生田年度大変でしたね、ご苦労様でし

た。 

 森本 由美 萩生田年度、お疲れさまでした。 

       本年度は皆さまのお仲間に入れて頂い

た記念すべき年でした。 

       ありがとうございました。 

 村上  久 萩生田・三田年度最終例会を祝して 



       一年間本当に御苦労様でした。 

 中谷 綋子 会長 幹事さん一年間お疲れさま。 

       また新しい会長 幹事さま よろしく 

       お願い致します。 

 小田 泰機 会長 幹事御苦労様。 

斎藤 誠壽 2013-14年度会長をはじめとする役員の 

皆さまお疲れさまでした。 

新年度会長小田様 役員の皆様よろし 

くお願いします。 

 関岡 俊二 最終例会を祝して。 

 柴崎 信洋 萩生田さん一年間御苦労様でした。 

 田﨑 博実 来年から 頑張ります。 

 津守 弘範 萩生田、三田さん一年間大変お疲れさま

でした。 

 堤  香苗 萩生田会長、三田幹事、本当にお疲れ様

でした。また、うちの会社は内閣府より 

       女性のチャレンジ支援賞で表彰いただ

きます。 

 海野 榮一 萩生田会長、三田幹事役員・理事の皆さ

ん、一年間お疲れさまでした。 

 吉沢 洋景 会長、幹事、役員、理事の皆様 

       一年間 御苦労様でした。 

本日の合計￥６６,０００（累計￥１，１８５，４８７） 

由井特別代表よりお祝いをいただきました。 

 
◎米山奨学生奨学金授与      会長 萩生田政由 

ノピパット君挨拶：皆さんこんばんは。今日はお招きい

ただきありがとうございます。最近は、ロボットの勉強

でいろいろな実験に取り組んでいます。 

【 表彰 】 
◎１年間１００％出席表彰    出席委員長 荒瀧義機 

 荒瀧義機会員、  遠藤二郎会員、萩生田政由会員 
 伊澤ケイ子会員、菊池 敏会員、三田みよ子会員 

 宮本 誠会員、  宮村 宏会員、村上 久会員 

小田泰機会員、  斎藤誠壽会員、杉山真一会員 

海野榮一会員、  森本由美会員 

 以上14名の方々です おめでとうございました。 

 

  
◎関岡会員・柴崎会員感謝状贈呈   会長 萩生田政由 

 関岡会員は、多摩グリーンロタキッド「心の詩 少年・

少女合唱団」設立時から今日まで、練習会場を提供し続

けてくださいました。 

 柴崎会員は、豊富な専門的経験を活かし、クラブのホー

ムページ運営を自クラブ内で行う事に尽力され、 

 当クラブの広報活動充実に貢献されました。 

関岡会員ご挨拶： 

 感謝状をいただきありがとうございます。“ロタキッド”の
メンバーが将来、ロータリアンになってくれるようになれ

ば・・などと期待しております。 

柴崎会員ご挨拶： 

 思いがけず感謝状をいただき、ありがとうございます。少
年時代からの趣味が昂じてコンピュータに関わっています。

今年は、Windows XPのサポートが終了してしまうなど、大

きな変化がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 退任式 】 
◎退任理事・役員紹介 

 萩生田政由会員、澄川 昇会員、   小田泰機会員 
 村上 久会員、   三田みよ子会員、堤 香苗会員 

 杉山真一会員、   宮本 誠会員、  柴崎信洋会員 

 

◎会長・幹事に感謝状贈呈   次年度会長 小田泰機 
   

 ☆萩生田会長退任挨拶 

由井重光特別代表、今年度役

員・理事を始め、クラブ会員の

皆様からの温かいご支援に対し

感謝申し上げます。 

2750地区 舟木いさ子ガバナー

は、テーマとして“新しい風”

を掲げられました。私たちのク

ラブも、人道的奉仕活動に取り

組み、クラブを活性化させて、地域に“新しい風”を吹

かせようとする魅力的なクラブでありたい・・という高

揚した想いで新年度を迎えました。 

ところが、いざ年度が始まりますと“アッ”という間で

すね。行事や会合に追われ、スケジュールをこなすのが

精いっぱいで、当初に描いていた通りにはなかなか進め

ません。 

そんな中、今年度は“新しい仲間”も増えて親睦活動が

大いに盛り上がり、クラブ内には“新鮮な風”が吹き始

めたようには感じています。７月からの小田会長・田崎



幹事年度の発展に、微力ながらご協力させていただくこ

とをお約束し、会員、会員ご家族のご健勝を祈念して会

長退任のご挨拶とさせていただきます。 

 

☆三田幹事退任挨拶 

昨年のこの時期、五里霧中のな

かで就任させていただき 

“４つのテスト”に照らして勉

強しながら続けて参りました。

思い返しますと今年度は、萩生

田会長の熱意と、会員のご協力

のもと、例会出席率も高く、和

やかで楽しい雰囲気の一年間で

あったように思います。 

被選の時期を含めこの一年半の

間、皆様のご指導のおかげで、なんとか無事に退任式を

迎えることが出来ました。 

 ありがとうございました。 

 

～～花束贈呈～～       峯岸 忠 会員 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１年間お疲れ様でした 

 

◎点鐘              会長 萩生田政由 

 

★ ★ ★  懇親会  ★ ★ ★ 
 

◎乾杯          特別代表 由井 重光様 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
クラブの益々の発展と、 

 皆様のご健勝を祈念して  乾杯 ！  

 

 

 

   

◎バンドご紹介   SAA・親睦委員委員長  杉山真一 

 

 

 
◎５・６月誕生日祝い 

 5月 萩生田政由会員、津守弘範会員、津守ユリ様 
 6月 斎藤誠壽会員、  堤香苗会員、  矢部勝美会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

◎次年度 役員・理事紹介・閉会挨拶   

次年度会長  小田泰機 

小田泰機会員  萩生田政由会員  宮本  誠会員 

津守弘範会員  田崎博実会員  森本由美会員 

小泉  博会員   遠藤二郎会員  入沢修自会員   

１年間よろしくお願いします 

（今週の担当：海野 榮一 ） 


