
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                             
                                                                                                                                                           
                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                           
 
 
 

 

 

 

 

 

 

◎司会     ＳＡＡ・親睦委員会  森本 由美 

 

小田会長 

当クラブ特別代表の由井重光様が１０月１７日ご逝去

されました(享年８９歳) 

心からご冥福をお祈りし、黙とうを行います。 

 

◎点鐘             会長 小田 泰機 

 

◎ 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・親睦委員会  森本 由美  

 

◎お客様紹介          会長 小田 泰機 

 岡山西南ＲＣ           椎原 裕二様 

 米山奨学生     スラミニット ノピパッド君 

  

◎会務報告           会長 小田 泰機 

本日の会務報告はありません 

◎幹事報告           幹事 田﨑 博実 

＊回覧 

・RI会長ゲイリーC.K.ホアンご夫妻をお迎えして「ジ

ャパン・ロータリーデーⅡin東京」開催のご案内 

・WBEセミナー開催のご案内 

・東京多摩RC会報・東京多摩せいせきRC衛星クラブ

会報 

【 委員会報告 】 

 

◎出席報告      出席奨励委員長 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           19名 

出席義務免除者           7名                                     

計               26名 

出席率    26/34  =  ７６．４７％ 

第1123回例会(10/15)訂正出席率 ８４．６５％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員会 関岡 俊二 

 椎原裕二様  久しぶりです。 

        ロサンゼルス帰りのシイハラです。 

 小田 泰機  山羊は 11 月末まで草を食うそうです。 

 田﨑 博実  すみません ワインを事務所に忘れ 

        てしまいました。 

 足立潤三郎  由井特別代表がご逝去されたと聞き 

ました。謹んでご冥福をお祈り致し 

ます。 

 荒瀧 義機  小田年度も3分の1経過します。 

        10月誕生日の皆さんおめでとう 

ございます。 

 大松 誠二  誕生日 おめでとう ありがとう。 

 遠藤 二郎  特別代表 由井重光様ご冥福を 

        お祈り致します。 

 萩生田政由  誕生日祝(妻よし子)有難うござい 

ます。 

 伊澤ケイ子  誕生日祝 ありがとうございます。 

        大松さん柿ごちそうさまです。 

 菊池  敏  誕生日プレゼントありがとう。 

 小泉  博  お客さまようこそ。 

        ＳＡＡの皆様ごくろうさまです。 

 峯岸 千尋  今月誕生日の方  々 誠におめでとう 

ございます。 

 峯岸  忠  ノピパット君ようこそ。10月誕生日 

        の皆様おめでとうございます。 

        また一つ年とったね。 

 三田みよ子  お誕生日祝いありがとうございます。 

 宮本  誠  やっと天気が良くなって来ましたね。 

 宮村  宏  誕生日の皆様おめでとうございます。 

        ノピパット君ようこそ！ 

 森本 由美  10月お誕生日の皆様おめでとう 

        ございます。ノピパット君ようこそ。 

 村上  久  皆さん誕生日おめでとう。 

 斎藤 誠壽  お誕生日の方おめでとうございます。 

        気温差が激しいので身体お気をつけ 

        下さい。 

 関岡 俊二  大松さんウサギのエサ沢山ありがと 

うございました。 
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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 
        ２０１４～２０１５年度 

 

全員参加のロータリー活動を！             

 
 



 津守 弘範  大変寒くなって来ました。 

 海野 榮一  元会員小島周二郎さんに久しぶり 

にお会いしました。 

本日の合計￥２３,０００（累計￥３８２，５０１） 

 

◎その他 

★小田会長年度第２回スクラッチ会 

 ゴルフ部長 萩生田政由 

皆様今晩は、お客様ようこ

そ！第 2 回スクラッチ会を

12 月 5 日（金）に開催いた

しますので、参加希望者の方

は回覧を回しますので、チェ

ックしてください。4 組 16

名の予定ですので一杯になり次第締め切りとなります

ので、お早めに申し込み願います。 

 

★お客様より一言    岡山西南ＲＣ 椎原裕二様 

久しぶりに壇上に立たせて頂きます。実は娘がジーロケ

ッツという劇団に入っておりまして、今、博多座で堂本

光一のミュージカル「エンドレスショップ」に一ヶ月間

出ております。その合間の来週 7・8・9（金･土・日）

にシルクド・ソレイユの小型版みたいな公演に出ますの

で、娘に代わって営業をしております。興味のある方は、

お知らせ下さい。12 月には、物まねのコロッケのディ

ナーショウにもバックダンサーとして出演いたします。 

 

◎米山奨学生ノピパット君奨学金授与    

会長 小田 泰機 

先週は、拓殖大学の学園祭が有りま

して、サークルで、各国の食べ物を

売ったりして、楽しかったです。来

週は研修旅行が静岡でありますの

で参加してまいります。 

 

◎１０月誕生日祝 

大松 誠二会員 伊澤ケイ子会員 小泉 克雄会員  

三田みよ子会員 田村  豊会員 萩生田よし子様 

菊池智恵子 様 小泉 寿子 様  宮村 広美 様 

関岡 良子 様  田﨑  緑 様 

 

◎誕生日の方から一言       宮村  宏会員 
誕生日のお祝いありがとうござ

いました。私の妻宏美は 10 月

24 日で関岡さんの奥様は 10 月

25日でつづいてるんです。昨年

の誕生日に私がケーキを買って

帰りましたら家のかみさんに

32 年間で初めてだと言われて

しまったことを思い出しました。

本日はどうもありがとうございました。 
 
◎お誕生日の方からもう一言    大松 誠二会員 
ご指名ありませんが一言(笑い)。10月生まれの副代表と

して一言、10 月というと日本では、神無月と申しまし

て神が無い月ということで、神様はどこに行ったのかと

申しますと出雲に行っておりますね。八百万の神が居な

いと言うことは、今ここには神様が居ない・・マ、仏様

は居るようですけどネ。この間に無礼講で、オオイニ、

楽しもうという事らしいですよネ！何故かこの月はど

ういう訳か珍しく女性がおおいんですよね？全然意味

はないのですが、とにかく美男美女が、生まれたと言う

ことで皆様にお祝いして頂き、どうもありがとうござい

ました。 
 

◎点鐘             会長 小田 泰機 

                       (今週の担当 菊池 敏） 

  

 

★ゴルフ同好会より追加報告いたします。 

 

10月30日(木)多摩東グループのガバナー補佐 

主催のゴルフ親睦コンペが桜ケ丘CCにて行われ

まして、団体戦で準優勝になりました。又個人

戦では、萩生田政由ゴルフ部長が優勝いたしま

した 貢献者は萩生田会員・足立会員・遠藤会

員でした。 


