
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                         
 
 
 

 

 

 

◎司会      ＳＡＡ・親睦委員会  伊澤ケイ子 

 

◎開会点鐘           会長 宮本  誠 

 

◎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 

   

◎お客様紹介          会長 宮本  誠 

 多摩東グループガバナー補佐    中野 陽一様 

    〃       幹事    伊東 正文様 

◎お客様ご挨拶 

多摩東グループガバナー補佐     中野 陽一様 

伊東幹事と二人三脚で一年

間やっていきたいと思って

います。前任の猿渡ガバナ

ー補佐が､ガバナーノミニ

ーとなり､多摩東グループ

としては二人目のガバナー

輩出となりました｡グルー 
 プをあげて応援していこうと思っております｡ 

多摩東グループ 幹事         伊東 正文様 

縁の下の力持ちとして、皆様にご協力していきたいと

思いますのでよろしくお願いします｡ 
◎会務報告           会長 宮本  誠 

7/1第1回例会後の理事会の議決事項について 

① 定款第9条第3節(a)の理事会の出席免除条件を 

メイクアップ有効期間を超える傷病と致しました。 

②9/2 中野ガバナー補佐ご臨席の、クラブ協議会のﾃｰ 

ﾏを『創立25周年記念事業及び式典について』と決

定致しました。 

◎幹事報告           幹事 入沢 修自 

 ･ 会費納入のお願いを前回欠席者に配布しました。 

･ 次回、稲城ＲＣの会長・幹事の表敬訪問を頂きます。 

・片山さんの入会が承認されました。次回入会式です。 
＜配布物＞ガバナー月信 7 月号､全国ロータリー・ポリ

オプラスプログラム研修ｾﾐﾅｰのご案内 
＜回 覧＞全国ロータリー・ポリオプラスプログラム研

修ｾﾐﾅｰ出欠表、社会を明るくする運動パレー

ドチラシ、バギオだより、第 35 回インター

アクト年次大会ご登録のお願い 
 
 

 
 
 
 
＜他ｸﾗﾌﾞ例会変更＞東京芝ＲＣ・東京レインボーＲＣ・ 

東京大崎ＲＣ  
◎表彰 萩生田政由会員にＲＩスポンサーピン贈呈 

               会長 宮本  誠 

 

 

 

 

 

【 諸事報告 】 

 ★第65回社会を明るくする運動       

津守 弘範会員 

啓発パレード：7月20日午後4時より 

例年の通り、当クラブも参加団体としてチラシに掲

載されています。多数の出席をお願いします。 

 ★ロタフェロー委員会    委員長 宮村  宏 

 7月12日(日)多摩市合唱祭(パルテノン大ホール)開催 
大人子供含め 35 組の合唱団が出場します。ロタキッ

ドは12：20～12：30に歌いますので是非聴きに来て

下さい。14：00～パルテノン多摩のカフェで打ち上

げ反省会を行う際､子供達にお菓子､ジュースなどを

振舞いたいので応援をお願いします。会員の方もビー

ル飲みがてら、是非！激励にきてください。 

◎出席報告     出席奨励委員会 田﨑 博実 

会員総数                31名 

出席義務免除者           8名 

出席者数 出席義務者           18名 

         出席義務免除者     7名    

   計               25名 

出席率    25/30  =  ８３．３３％

◎ニコニコＢＯＸ ＳＡＡ・親睦委員会 若林 克昌  

 宮本  誠 中野陽一ガバナー補佐 伊東正文グルー 

プ幹事ようこそいらっしゃいました。 

 入沢 修自 ガバナー補佐中野様 グループ幹事伊東 

       様本日はありがとうございます。 

 足立潤三郎 東グループガバナー補佐中野様  

グループ幹事伊東様 ようこそ。 
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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  宮本 誠 幹事 入沢修自  会報・記録委員長 森本由美 
副委員長 足立潤三郎 委員 大松誠二 菊池敏 小泉博 関岡俊二  
HP： http://www.tamagrc.join-us.jp/   海野榮一 吉沢洋景 
 

 

  
                                                                     

 

 

        

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

  

    
      

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 
        ２０１５～２０１６年度 

 

恐れず改革、フレッシュな25 周年クラブを！             
                                            

表彰おめでとう 

ございます！ 



 荒瀧 義機 中野陽一ガバナー補佐、伊東正文グループ 

幹事ようこそいらっしゃいました。本年 

度もよろしくお願い致します。 

 遠藤 二郎 中野陽一ガバナー補佐 伊東グループ 

幹事ようこそいらっしゃいました。 

 萩生田政由 宮本 入沢年度を祝して！ 

 伊澤ケイ子 ガバナー補佐中野様 グループ幹事 

       伊東様ようこそ。一年間ご苦労様です。 

 菊池  敏 ガバナー補佐中野様 グループ幹事 

       伊藤様 ようこそ！ 

 峯岸  忠 お客様ようこそ。早く梅雨が明けると  

       いいですね。 

 宮村  宏 お客様ようこそいらっしゃいました。 

 森本 由美 中野さま、伊東さま、本日はお忙しい 

       ところ、ようこそいらっしゃいました。 

       本年度のお役目、よろしくお願いします。 

 村上  久 中野陽一ガバナー補佐 伊東正文グル 

ープ幹事ようこそおいで下さいました。 

 中谷 綋子 お客様ようこそ。 

 斎藤 誠壽 中野様 伊東様 本日はよろしくお願 

       い致します。 

 田﨑 博実 早く梅雨よ あけよ！！ 

 津守 弘範 宮本新年度おめでとうございます。 

       先週休みましたので。 

 若林 克昌 中野ガバナー補佐 伊東グループ幹事 

       ようこそおいで下さいました。 

       新体制よろしくお願いいたします。 

 

本日の合計￥２２,０００ （累計￥６０，４６０） 

 

【クラブ協議会：各委員会活動計画発表】 

 

◎進行             幹事 入沢 修自 

※ＳＡＡ・親睦委員会      委員長 若林 克昌 

(例会と親睦会の運営の二つの柱)会員が積極的に参加

し、活気が溢れ、気品と秩序溢れる例会づくり、例会

プログラム内容の進行順序の見直し及び再確認を計

画、発表者と聞き手に一体感がある例会を目指す。 
※出席奨励委員会       委員長 田﨑 博実 

目標は、出席報告をいかにおもしろおかしくやるか！ 
出席率 例年80％→今年100％目指す。1回でもいい

ので 100％達成しましょう｡秋から年明けにかけて、

他クラブ訪問､メイクアップ企画など行っていきたい。 
※会員増強委員会           

委員長 峯岸  忠 

本年度目標 40 名を実現する！皆様のご協力をお願いし､

1 人でも多くの方を推薦して欲し

い。各委員会と協力してｸﾗﾌﾞの雰囲

気を楽しく保ちたい。会員基盤強化

のための地区ｱﾝｹｰﾄ結果(抜粋)を参

考としてご紹介。例会が楽しいと感

じるか→73.2％､卓話が魅力的で楽

しいと感じるか→62.2％､ＲＣに入会してよかった→

89.2％、etc 資料が必要な方は委員長迄。 

※会報・記録委員会           

委員長 森本 由美 

炉辺会議を開催し､委員の皆様に多くの意見を頂きま

した。目的として､会報を多くの

方に読んで頂くために､ワクワク

感のある内容にしていきたい。お

願いとして、ご自身の若かりし日

のとっておきの写真を提供して

もらい､会報に余白があるときな

どに掲載していきたいと思います。 
※創立25周年記念事業実行委員会  

               委員長 遠藤 二郎 

各委員会で順調に計画が進んでいるようですが、良い

アイデアを出して頂いて立派な式典にしたいと存じ

ます。なお、各委員長は進捗状況の報告を頻繁にして

下さい、情報交換の意味も含めてお願いいたします。 
◎「全国ロータリー・ポリオプラス研修セミナー」 

       地区ポリオプラス委員長 遠藤 二郎 

８月２３日ポリオプラス研修セミナー(港区芝公園･

増上寺)開催。当クラブからも、是非大勢の会員の皆

様のご出席をお願いします。7/17と締切が迫っていま

すが、定員がありますので早めの申込をお願いします。 
※ロータリー研修委員会   副委員長 萩生田政由 

新入会員にしっかりと研修し､サポートをしていく。 
積極的にロータリーに参加してもらうよう研修する。 

※募金活動委員会       委員長 齋藤 誠壽 

趣旨､意義について研修委員会と協力し、募金に関す

る卓話を識者の方にお願いする。義務ではなく､自主

的に積極的に財団に寄付をお願いできるようにして

いく。今年は､150＄/1 人を目標。また、ロータリー

カードにご加入頂き、使っていただきたい。 
 要は、財団寄付しましょう！ 米山寄付しましょう！ 

 

--------  クラブ協議会閉会  --------- 

◎ロタキッド支援の募金 報告 

ロタフェロー委員長 宮村  宏 

合唱祭に向けた寄付、11､010 円集まりました。子供

達への飲み物・お菓子などに充てます。 

 ありがとうございます！ 

 

 

◎閉会点鐘           会長 宮本  誠 

 増強委員会から会員数 40 人目指すとありました。

会報も新しいイメージで、景気よくいってますね！

ロータリーカードの活用も、例えば、公共料金の支

払いなど、気づかず寄付につながる。地区に対して

のアピールにもなるので、どんどん活用しましょう。 

  

編集後記 しばらくぶりで会報委員会に登場します、会報

からは解放されないって事かな？一年間皆さん宜しくお願

いします。食事が早くなったのでビックリですネ！！ 

（今週の担当 小泉  博） 

 Ｂｒａｖｏ！(^ O＾)/ 

みんなで応援しましょう～ 


