
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                             
                                                                                                                                                            
                                                                                                                             

                                                                               
 
 
 

 

 

 

 

 

 

◎司会     ＳＡＡ・親睦委員会  三田みよ子 

 

◎点鐘             会長 小田 泰機 

 

◎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  三田みよ子  

◎お客様紹介          会長 小田 泰機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 米山奨学生    スラミニットクン,ノピパット君 

 

皆様今日は、しばらくの間タイに戻っておりましたこと

でクラブにご迷惑おかけいたしまして申し訳ありませ

んでした。本日はお土産にタイのビールをお持ちいたし

ましたので皆様で召し上がっていただきたいと思いま

す。又今日はサクラに雪というお天気を初めて観まして、

驚きました。これからも勉学に励んで参りますので 

どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

◎会務報告           会長 小田 泰機 

１．4月2日花見例会で、証券取引所見学と屋形船にて

隅田川の桜を鑑賞し、天候にも恵まれまして素晴らしい

一日でした。 

２．4月4日にロタキッドによる白楽荘コンサートが行

われ入所者の人達も一緒に歌い手拍子をして、喜んで 

いただき、とても盛会でありました。 

 

◎幹事報告           幹事 田﨑 博実 

 配布案内：Rの友4月号、２５周年記念事業式典実行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会組織表とマスタースケジュール表 

回覧案内：財団ニュース・東京グローバルRC主催 

「チャリティコンサート」、共同募金運動へのご協力の

お礼、オール多摩甲子園出場のお礼、街美化キャンペー

ン参加表・スクラッチ会出欠表、R財団・米山記念奨学

会寄付のお願い 

他クラブ例会変更：レインボーRC、多摩 RC、グローバ

ルRC、iシティRC  

事務局・例会場移転：八王子南RC 

◎次年度会務報告    会長エレクト 宮本  誠 

3 月 26～27 日 2 日間にわたってペッツに行ってまいり

ました。 

例会後理事会を行います。又、６：３０～第２回クラブ

運営連絡会をおこないます 

２５周年記念事業式典実行委員会組織他につきまして

被選理事会で承認いたしました。 

 

【 委員会報告 】 

◎出席報告      出席奨励委員会 中谷 綋子 
 

会員総数                  34名 

出席義務者数                 27名 

出席義務免除者             7 名 

出席者数 出席義務者(事前MU1名含)  22名 

出席義務免除者              6名                             

計                      29名 

出席率    29/33  =   ８７．８８％ 

第1142回例会（3/18）訂正出席率 ７６．４７％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員会 杉山 真一  

 

小田 泰機   

雪が降っています。これは

これで悪くないですね。 

 

田﨑 博実   

今日は春の装いで来てしま

って大変です。 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   
    
 

 
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 

                                                                                                                                                                   ２０１５．０４．０８ 第１１４４回例会  No.２５－３５  ２０１５．０４．１５ 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！             

 
 



 足立潤三郎  冬に逆戻りです 体調管理に気を付 

ましょう。先月の誕生日祝いを 

有難うございました。 

 荒瀧 義機  急に冬に戻った感じですね！ 

        気候変化に注意して元気に行き 

        ましょう‼ 

 萩生田政由  雪の降るなか白根アオイ、カタクリ、 

        岩カガミが良く咲いています。 

 菊池  敏  今日は久しぶりの雪でやけに涼しい 

        ですね！ 

 小泉  博  皆さん先週の花見お疲れさまでした。 

        いっきに逆戻りで寒くてビックリで 

すね。 

 三田みよ子  花見例会楽しかったようで良かった 

ですね。  

スラミニットクン ようこそ。 

 宮本  誠  桜ふぶきまがいの雪、いつぞや桜に 

        雪が積もったこともありましたねー。 

 宮村  宏  雪が今頃降って困ります。 

 中谷 綋子  突然の雪で冬にもどり 体調に気を 

        付けましょう。 

 斎藤 誠壽  お花見例会 残念でした。 

 関岡 俊二  お釈迦様のお誕生日を祝して 合掌。 

 澄川  昇  急に寒くなり困っています。 

 津守 弘範  今日寒いですね しかも4月8日は 

        釈迦の誕生日です あま茶です。 

 海野 榮一  寒いですね 花見のあとの雪見かな‼ 

 田村  豊  「健康甲子園」に協力いただき  

ありがとうございました。 

 

 本日の合計￥１８,０００ （累計￥７８２，５３６） 

 

◎その他委員会 
 

★創立25周年記念式典   実行委員長 遠藤 二郎 

クラブ創立25周年記念実行委員会からおねがいです。 

本日組織表とスケジュール表が配布されておりますが 

式典は10月7日です。各委員会の委員長の皆様には、 

それぞれ逆算して適時、委員会を開催し準備を始めて 

下さい。今、先行して動いていただいているのは、記念

事業委員会の、小泉委員長のみが、頑張っているところ

です。前回散歩を兼ねて市内を歩きましたけれども、次

回は 22 日です。是非とも前回欠席された方は都合をつ

けて出席して頂きたいと思います。10 月 7 日目指して

各委員会とも動き出してください。宜しくお願い致しま

す。 

★募金委員会         委員長 関岡 俊二 

昨年よりお願いしておりました R 財団と米山奨学会の

寄付をあらためて協力お願い致します。 
 
☆ロタフェローの関係で、赤尾さんの所属するフレンズ 
に不要のはがき・切手等の収集などで協力いただきまし

た結果、11,042円になりまして、送らせて頂きました。 
 

★ロタフェロー委員会     委員長 吉沢 洋景 
会務報告にもありましたように、4月4日白楽荘にてロ

タキッドが慰問コンサートを行い、お年寄りの方々に喜

んで頂きました。 

 
 
★花見例会報告    ＳＡＡ・親睦委員長 小泉 博 
参加者 23 名事務局の當間さんを含めて 24 名の方々の

参加でにぎやかに開催出来まして有難うございました。 
欠席者の方にはお土産を用意いたしましたので、配布い

たします。 
 
★25周年多摩自慢遠足    実施委員会 小泉 博 
多摩自慢遠足には 15 名参加頂きましてありがとうござ

います。今度は 22 日の３時～6 時ごろの予定で行いま

す詳しくは後程メール等でご案内いたしますので、奮っ

ての参加宜しくお願い致します。 
 
 

【次年度第1回奉仕プロジェクト企画会議】 
 

◎開会挨拶        
        奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ統括委員長 小泉 博 
之より第1回奉仕プロジェクト企画会議を行います 

尚、進行につきましては副委員長でドキュメンテイター

の田崎会員と司会をコーディネーターの堤会員にお願

いして行います。 

 
◎司会進行  
    奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ統括副委員長 田﨑 博実会員  

コーデイネ－ター     堤  香苗会員 
今年度は、奉仕プロジェクト企

画会議を2回行います 
今回は各自1枚ずつ用紙を用意

いたしましたので、企画案を、

どんなことでもよろしいのでど

んどん書いてください。皆様の

意見を次回纏めて発表し議論し、

詰めてゆきたいと思います。 

各テーブルの簡単な案がいろいろ出ましたが、詳しくは

次回のおたのしみということで・・・・ 

 
◎閉会挨拶        会長エレクト 宮本 誠 

皆様どうもありがとうございます。来週もう１回ありま

すので、来週も休まないで参加願います。 
 

◎点鐘             会長 小田 泰機 

（今週の担当 菊池  敏） 


