
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                             
                                                                                                                                                            
                                                                                                                             

                                                                               
 
 
 

 

 

 

 

 

≪小田年度最終例会≫ 

◎司会     ＳＡＡ・親睦委員会  峯岸  忠 

◎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  峯岸  忠 

◎お客様紹介          会長 小田 泰機 

 多摩東グループ ガバナー補佐   猿渡 昌盛様 

 多摩東グループ グループ幹事   濃畑雄四郎様 

 岡山西南ＲＣ           椎原 裕二様 

 米山奨学生   スラミニットクン・ノピパット君 

 会員ご夫人     萩生田よし子様 小坂勝子様 

           宮本朱美様      村上郁子様 

           関岡良子様      田村恵子様 

 会員家族      純平君 

 

◎多摩東グループ   ガバナー補佐 猿渡 昌盛様 

グループとして IM が一番の事業

だったのですが、盛会裏に開催

（4/20）できたことに厚く感謝申

し上げます。 

東京農工大学、東京外国語大学、   

東京学芸大学と国際奉仕を模索

致しました。次年度会長さん国際奉仕を発展出来れ

ば有り難いと思います。1年間有難うございました。 

 

◎多摩東グループ   グループ幹事 濃畑雄四郎様 

 幹事としてグループ会計が赤字にならない見通しと

なりホットしています。IM で３大学のパネリストと

何度も打合せをしましたことが良い思い出になりま

した。一重に皆様のご支援のおかげだと感謝申し上げ

ます。 

◎会務報告           会長 小田 泰機 

特にありません。 

◎幹事報告           幹事 田﨑 博実 

配布：次年度クラブ組織表 

回覧：インターアクト年次大会案内、ハイライトよね 

やま183号、第65回社会を明るくする運動 

例会場変更：東京多摩RC・例会変更:8クラブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎次年度会務報告    会長エレクト 宮本  誠 

Ⅰ．被選理事会報告（6/10） 

 １.次年度３奉仕プロジェクトにつき立案委員会 

   より答申があり承認、詳細は活動計画書にて。 

 ２.今期限りでの退会があり、別紙配布の通り次年度 

役員理事および委員会組織の改変を行った。次年度

は役員理事８名でやります。 

 ３．新年度の定例理事会は、月第一例会後直ちに開催。 

 ４．７月29日夜間例会は会場の都合上7:30より開催。 

Ⅱ．多摩東グループのゴルフ幹事会に出席（代理） 

   次年度グループ親睦ゴルフについて 

 ＊第一回は団体戦､10月29日桜ヶ丘CC、4名/クラブ。 

 ＊第二回は個人戦、来年5月、読売CCにて開催予定。 

 ＊次年度地区親睦ゴルフ代表当番は多摩、狛江、稲城。 

 

【 委員会報告 】 

◎出席報告       出席奨励委員会 菊池 敏  

会員総数                34名 

出席義務者数               26名 

出席義務免除者           8名 

出席者数 出席義務者（MU 1名含） 21名 

出席義務免除者           6名                             

計               27名 

出席率   27/32  =  ８４．３８％ 

第1150回例会（6/3）訂正出席率８４．３８％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員会 三田みよ子  

 猿渡 昌盛様 一年間ガバナー補佐を務めさせてい 

ただきました。会員増強功労賞おめで 

とうございました。 

 濃畑雄四郎様 1年間何かとお世話になり、ありがと 

うございました。 

 椎原 裕二様 大変1年間お世話になりました。 

        会長・幹事ご苦労様です。 

        秋田の酒 新政（アラマサ）本当に 

        おいしい酒を持ってきました。 

 小田 泰機  ガバナー補佐グループ幹事ようこそ 

        お客様ようこそ やっと肩の荷が 

おりるようです。 

田﨑 博実  1年間どうもありがとうございました。 

 

 

 

                                                                                                                                                         
    
 

 
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 

                                                                                                                                                                   ２０１５．０６．１７ 第１１５２回例会  No.２５－４３  ２０１５．０７．０１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！             

 
 



大松 誠二  小田会長、田﨑幹事、役員の皆さん 

お世話様でした。 

萩生田政由  小田会長、田﨑幹事大変お世話になり 

ました。 

入沢 修自  最終例会なので。 

伊澤ケイ子  最終例会おめでとうございます。 

        会長・幹事、役員、理事の皆様ご苦労 

様でした。 

菊池  敏  最終例会、今年度の役員の方々、ご苦 

労様でした。次年度の役員の方よろし 

く！！ 

小泉  博  ガバナー補佐、グループ幹事ようこそ 

        お客様ようこそゆっくり楽しんでく 

ださい。小田年度お疲れさまでした。 

小坂 一郎  今日は二人でお世話になります。 

峯岸  忠  お客様ようこそ、小田会長、田﨑幹事 

        １年間お疲れさまでした。 

        ありがとうございました。 

三田みよ子  お客様ようこそ、小田年度 1 年間お疲れ

さまでした。 

宮本  誠  小田会長、田﨑幹事 今日で完了、いいで 

すネー！猿渡ガバナー補佐、濃畑グルー

プ幹事よくおいで下さいました。 

宮村  宏  小田年度ご苦労様でした。 

村上  久  小田会長 田﨑幹事 1 年間本当にご苦労

様でした。 

中谷 綋子  会長、幹事、理事の方々お疲れさまでし

た。 

斎藤 誠壽  会長、幹事、皆様 1 年間お疲れさまでし

た。 

関岡 俊二  最終例会を祝して小田会長 田﨑幹事ご 

苦労さまでした。 

津守 弘範  小田会長・田﨑幹事 1 年間大変のご苦労

様でした。 

堤  香苗  1年間小田会長田﨑幹事お疲れ様でした。 

海野  榮一    今年度小田会長、田﨑幹事を始め       

役員・理事の皆さん 1年間お疲れ様 

でした。 

吉沢洋景  年度最終例会を迎えて皆様お疲れ        

様でした。 

田村  豊  猿渡様、濃畑様ようこそいらっしゃいま

した。 

本日の合計￥４７,０００（累計￥1,０２７,３３６） 

 

◎米山奨学金授与         会長 小田 泰機 

スラミニットクン・ノピパット君  

 

◎年間100％出席表彰   出席奨励委員長 三田みよ子 

 

荒瀧 義機・遠藤二郎 

伊澤ケイ子・菊池 敏 

宮本 誠・宮村 宏 

村上 久・小田 泰機 

斎藤 誠壽・田﨑博実 

海野 榮一の各会員 

 

◎感謝状贈呈           会長 小田泰機 

＊宮村 宏会員 

奉仕プロジェクト、

「障がい者テニスス

クール」の 

協力に対して。 

 

＊関岡俊二会員   

ロタキッド合唱団 

の練習会場提供に対して。 

◎特別表彰  

＊事務局：當間真規子さんに会長・幹事から特別表彰  

◎退会会員  

＊柴崎 信洋 会員に花束贈呈 
 

【役 員 理 事 退 任 式】 

◎退任役員理事紹介       会長 小田 泰機 

直前会長 萩生田政由会員・会長エレクト宮本誠会員 

副会長 津守弘範会員・幹事 田﨑博実会員 

会計 森本由美会員・Ｓ.Ａ.Ａ. 小泉博会員 

理事 遠藤二郎会員・理事 入沢修自会員 

◎会長退任挨拶         会長 小田 泰機 

 会長就任に当たり、無事任期を全うすることが最大課

題でした。その意味で大いに満足しています。会長がダ

メだと周りがしっかりするという法則があるらしく、そ

の法則に従い田﨑幹事をはじめ各委員会委員長、会員の

皆さんの尽力のおかげで充実したロータリーの奉仕、親

睦活動が出来、伝統を次ぎの年に繋げたと思います。 

◎幹事退任挨拶         幹事 田﨑 博実 

 ようやく職務を全うすることができました。 

幹事を指名された時は、ロータリーのことを何も知らな

いのにそんなことは無理だと思っておりました。それが

出来てしまった。皆さんがロータリーとは何かを理解さ

れていて、僕が困っていると皆さんで助けてくれて本当

に有り難かったです。皆さん一人一人に感謝状を差し上

げたいというのが本当の気持ちです。 

◎会長・幹事に感謝状贈呈  次年度会長 宮本  誠 
 

♦ ♦ 懇 親 会 ♦ ♦ 

◎乾杯        ＳＡＡ・親睦委員長 小泉 博 

差入れがあります．椎原さんから秋田の新政、海野 

さんからワインです． 

◎6月の誕生日祝い 
斎藤誠壽・堤香苗・矢部勝美の各会員および  

小田保枝様・杉山司様 

 

◎次年度役員・理事紹介       次年度会長 宮本誠 

直前会長 小田泰機・会長エレクト 小泉 博 

副会長 杉山真一・幹事 入沢修自・会計 堤 香苗 

Ｓ.Ａ.Ａ. 若林克昌・理事 田村 豊の各会員  

◎点鐘             会長 小田 泰機 

～手に手つないで： ソングリーダー 吉沢 洋景～ 

（今週の担当 吉沢 洋景） 


