
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                             
                                                                                                                                                            
                                                                                                                             

                                                                               
 
 
 

 

 

 

 

 

◎司会     ＳＡＡ・親睦委員会  小泉  博 

 

◎点鐘             会長 小田 泰機 

 

◎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・親睦委員会  小泉  博  

 

◎お客様紹介          会長 小田 泰機 

 本日はございません 

 

◎会務報告           会長 小田 泰機 

９月３日開催の理事会の報告 

1、 前回の例会でも報告しましたが、ガバナー公式訪問 

の進歩状況を確認し、ガバナーへの意見具申などについ

て意見交換をしました。 

２、１０月２日開催(雨天の場合１０月９日)の障がい者

テニススクールの予算案を承認し、また、市長等に対す

る案内状を送付することとし、内容その他については実

行委員会と幹事に一任しました。 

3、公益財団法人米山梅吉記念館から地区を通じて寄付

依頼のあった同會館修復費用等に対する１００円募金

に応じ、寄付を決定しました。 

4、長期の病気療養などが見込まれる会員について、そ

の療養期間中の会費の一部又は全部の支払いを免除す

るための細則改正について細則改正委員会（特命委員会

委員長吉沢洋景）を設置したが、同委員会から改正案の

答申が有り、通常であれば理事会で審議し、改正が必要

となれば、引き続き細則第１３条の改正の手続に移行す

るのでありますが、会費の免除という重要な内容を含む

改正なので、改めてクラブ協議会を開催し、会員の意見

を広く聴取して、その後の改正の要否を含め検討するこ

ととした。 

5、細則第１条1節による指名委員会(２０１５-２０１

６年度の会長を除く役員・理事候補者指名)の委員を次

の通り定めました。伊澤ケイ子委員長、宮村宏、小泉博、

澄川昇、萩生田政由、小田㤗機、宮本誠各委員です。 

6、広島豪雨災害について、地区より義捐金募集の依頼 

があり本日募金箱を回覧することとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎幹事報告           幹事 田崎 博実 

・配布物  ２０１３～１４年度決算報告書 

・回覧物  ９/３０ガバナー公式訪問出欠表 

・東京多摩RC会報・東京稲城RC会報・東京多摩せいせ

きRC衛星クラブ会報 

・広島豪雨災害義捐金について(２７５０地区ガバナー

より) 

・他クラブ例会変更  

東京多摩RC、東京稲城RC、東京多摩せいせきRC衛星 

クラブ 

◎2013-14年度決算報告   直前会長 萩生田政由 

 本来ならば８月中には報告すべきところ、例会都合そ

の他諸事情あり、本日、別紙の通り報告いたします。                  

 

【 委員会報告 】 

◎出席報告      出席奨励委員会 三田みよ子 

会員総数                35名 

出席義務者数               27名 

出席義務免除者           8名 

出席者数 出席義務者（事前MU1名）24名 

出席義務免除者（事前MU1名含）   7名                               

計                31名 

出席率    31/34  =  ９１．１８％ 

第1115回例会（8/27）訂正出席率８５．２９％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員会 森本 由美 

 小田 泰機  錦織が決勝進出 メデタイ。 

 田﨑 博実  9月20日13：00～弁護士会多摩支部 

        で「弁護士が語る債権回収のツボ」を 

        テーマにセミナーをします。 

 足立潤三郎  矢部会員 卓話楽しみです。 

 荒瀧 義機  矢部勝美会員イニシエーション 

スピーチ楽しみです。宜しくお願い 

します。 

 遠藤 二郎  矢部さん卓話楽しみです。 

 萩生田政由  矢部勝美会員 卓話楽しみです。 

 入沢 修自  また ハレの日には何か買い物 

        します。矢部さん！ 

        宜しくお願いします。 
 

 

 

                                                                                                                                                                   
    
 

 
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 小田泰機 幹事 田崎博実    
会報・記録委員長 堤香苗  副委員長 菊池敏  
委員 足立潤三郎 伊澤ケイ子 小泉克雄 峯岸忠 宮本誠 海野榮一 

吉沢洋景 

                                                                                                                                                                   ２０１４．０９．１０ 第１１１８ 回例会  No.２５－０９ ２０１４．０９．１７ 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 
        ２０１４～２０１５年度 

 

全員参加のロータリー活動を！             

 
 



 伊澤ケイ子  矢部さんイニシエーション楽しみです。 

 菊池  敏  矢部様イニシエーションスピーチ 

        楽しみにしております。 

 小泉  博  矢部さんイニシエーション楽しみ 

です。 

 峯岸  忠  矢部さんスピーチ楽しみです。 

 三田みよ子  矢部さん卓話楽しみにしています。 

 宮村  宏  矢部勝美さん楽しみです。 

        昨夜のスーパームーンきれいだった 

        ですね 次は20年後です。 

 村上  久  矢部勝美さんイニシエーション楽 

しみです。 

 森本 由美  矢部さま本日のイニシエーション 

スピーチ楽しみです。先日のデパート 

7Fでの井上画伯「みみすま」関連 

イベントでは大盛況でしたね これ 

からも期待しています。 

 中谷 紘子  矢部さんイニシエーションたのしみ 

です。 

 斎藤 誠壽  矢部様お話を楽しみにしております。 

 関岡 俊二  矢部さんイニシエーションスピーチ 

        楽しみにしています。 

 海野 榮一  矢部さん卓話楽しみです。 

 田村  豊  錦織選手の快挙素晴らしい。 

        私のところも良医とめぐりあえました。 

 

本日の合計￥２１,０００（累計￥２２１,０６４） 

 

◎その他委員会 

★障がい者テニススクール  

  実行委員長 峯岸  忠 

「２０１４-２０１５年度奉仕

プロジェクト」障がい者テニス

スクールのスケジュール表と役

割分担表を配布いたしましたの

で、ご協力願います。 

 

 ★広島豪雨義捐金 

募金活動委員長 関岡 俊二  

７３名の死者、１名の行方不明者、多数の避難所生活者

を出した豪雨災害の被害者の方々のため、皆様に募金箱

を回しますので、ご協力をお願い致します。 

・本日の募金の結果は３２,５００円となりました。 

ご協力ありがとうございました。 

 ★ＳＡＡ・親睦委員会     委員長 小泉  博 

突然ではありますが、今年度は、SAA親睦委員で趣向を

変えて、ロータリーソングのタクトを振ってみたいと考

えておりますので、SAA委員の皆さんには、今日初めて

発表しますので驚かれたと思いますが、来週例会前に練

習いたしますので、お集まり願います。 

 ★指名委員会        委員長 伊澤ケイ子 

会長よりご指名頂きましたので、本日委員の方々には、

例会後二階デュエットにて初会合を開きますのでお集

まり願います。 

◎卓話者紹介    プログラム委員長 村上  久 

久しぶりのイニシエーションスピーチです。本日は京王

デパート桜ケ丘店、お得意様外商部部長をされている矢

部会員によるものです。それでは宜しくお願い致します。 

◎卓話 イニシエーションスピーチ 矢部 勝美会員 

皆様今日は。私は１９５６年６月に生まれ当年とって、

５８才に成りました。板橋区に生まれ父親の転勤などで

小４の時埼玉県の坂戸市に引越しました。その後、私は

結婚をして川越市に移り現

在に至ります。中学高校時代

の６年間卓球をやっており

まして、最高、県で１６位ま

でなりました。 

その後、１９７５年に京王百

貨店に入社し早くも４０年、

定年まで後２年となりました。新人教育で２週間色々叩

き込まれました。人事部の面接で希望を聞かれました。

スポーツをやっておりましたのでスポーツ用品売り場

を希望しましたが、ナント電算課に配属され、どういう

事なのよ！と、驚きましたが、私は商業高校出身なので

電算課に成ったのかなと思いました。経理部電算課は何

をするところかと申しますと、百貨店の一日の売り上

げ・月の売り上げ・売掛金の回収その他諸々を帳票にし

て出力するところです。当時良いときは一日の売り上げ

が４億円ありました。そのようなところに５年間在籍し、

今度は全く畑違いの人事部の労務課に移動しました。仕

事内容は、給料日にスタッフ２０名程で、従業員の給料

を仕分けし給料袋に入れる作業、台車で数億円を運ぶ作

業なので、大変だった事が思い起こされます。その他で

は厚生年金の算出、健康保険料の算出等々で５年間在籍

し次は、新宿本店の婦人服売り場に移動し、当時はデザ

イナーブランド等のショップ型店舗の管理とそこの従

業員の管理を２年間やりまして法人外商部に移動し某

新聞社の担当をし、毎日が痩せる思いの日々でした。そ

の後お客様外商部に移動し現在に至っております。今年

は、新宿店が５０周年になりまして、又桜ケ丘店も後２

年で３０周年になります。どうぞ皆様のご利用、ご協力

の程宜しくお願い致します。この後は、スライドにて京

王百貨店の歩みをご覧いただきます。 

―男女それぞれの制服の変遷など興味深い映像の紹介

があった― 

◎お礼と点鐘          会長 小田 泰機    

（今週の担当： 菊池  敏） 

※会報委員会より会員の皆様にお願い致します。 

スピーチなさる方は、要点だけでよろしいので、出来

るだけ原稿をご

用意願います。ご

協力よろしく！             
 
－9月13日（土）

ロタキッドは大

松会員ところで

栗拾い－有難う

ございました！  


