
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                               
                                                                                                                              
 
 
 

 

 

◎司会          菊池 敏ＳＡＡ・親睦委員 

  

＜会長・幹事引継式＞ 

◎木槌・バッジ・タスキ引継ぎ 

         直前会長 宮本 誠・会長 小泉 博 

         直前幹事 入沢修自・幹事 杉山真一 

◎点鐘               小泉  博会長 

 

◎国歌斉唱「君が代」斉唱 

ロータリーソング「我等の生業」       

   宮村 宏ソングリーダー 

 

はじめてながら、応援歌のよう

に素晴らしいタクトでした！！ 

 

◎「四つのテスト」唱和  

菊池 敏 ＳＡＡ・親睦委員 

 

◎お客様紹介            小泉  博会長 

 多摩東グループ      宮本 誠ガバナー補佐 

    〃         入沢修自グループ幹事 

 東京八王子ＲＣ          若林 克昌様 

 岡山西南ＲＣ           椎原 裕二様 

 

◎会長就任挨拶           小泉  博会長 

 

みなさんと一緒にロータリーの

魅力を考えられる１年にしたい。

どこまで体が持つか分かりませ

んが、後ろから押される気持ちで

がんばりたいです。 

 

◎幹事就任挨拶          杉山 真一幹事 

 ブルドーザーのように会長を押していきたいです。 

シンプルかつ楽しくクラブ運営ができたらと思って 

います。 

◎会務報告            小泉  博会長 

○2016-2017 年度活動計画書を理事会で承認しました。 

○吉沢洋景会員より出席義務免除申請があったので、 

 

 

 

 

 

 

 

承認しました。吉沢会員は東京都医師会後援の全日 

本医師ソーシャル・イベントの実行委員長に就任し 

たそうです。がんばってください。 

○クラブ細則第９条（ｂ）による出席免除の条件に 

ついては、「ＭＵ有効期間を超える傷病」としました。 

 

◎幹事報告             杉山 真一幹事 

○配布物：2016-17 年度活動計画書、会費上半期請求

書、ガバナー月信６月号、ロータリーの友７月号、

新会員入会式式次第。 

○回覧：ガバナー月信７月号、バギオだより７月号、

東京多摩ＲＣの例会変更のお知らせ、社会を明るく

する運動チラシ。 

○活動計画書のクラブ組織で奉仕プロジェクト関連委

員会統括副委員長に若林克昌さんとあるのは、徳原

透さんの間違いです。 

 

◎直前会長報告 

               宮本  誠直前会長  

 とくになし。 

 このあと、小泉・杉山年度第１回例会を祝して、ノン

アルコールビール（またはウーロン茶）で乾杯の御発

声をいただきました。 

 宮本直前会長、１年間お疲れ様でした！！ 

 

◎地区役職委嘱発表         小泉  博会長 

  

多摩東グループガバナー補佐   宮本  誠会員 

 多摩東グループグループ幹事   入沢 修自会員 

 クラブサポート委員会・会員増強・拡大委員会委員  

                 遠藤 二郎会員 

 奉仕プログラム委員会・職業奉仕委員会委員  

                 森本 由美会員  

 

◎多摩東グループガバナー補佐・グループ幹事ご挨拶 

 宮本ガバナー補佐と入沢グループ幹事から、ご挨拶を

いただきたました。 

「多摩グリーンロータリークラブの前会長と私とは、７

５年のつきあいです。」（宮本ガバナー補佐） 

 よそよそしすぎませんか？（笑） 
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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 
        ２０１６～２０１７年度 

 

魅力あるロータリーに！ 

                                                                                                                             
 



   

         徳原透会員入会式 

 

※進行          会員増強委員長 中谷 綋子 

Ⅰ.新会員紹介        推薦者 若林克昌会員 

 徳原会員は社内でも現場に精通しており、多摩グリー

ンＲＣでも力を発揮してくれると思いますので、よろ

しくお願いします。 

Ⅱ.会員証書授与・バッチ貸与     小泉 博会長 

Ⅲ.会員証・バナー授与        杉山真一幹事 

Ⅳ.[四つのテスト」、活動計画書、定款・細則、ロータ 

リー手引き「用語集」授与   

          宮本誠ロータリー研修委員長 

Ⅴ.所属委員会およびアドバイザー指名 

                  小泉 博会長 

  ※所属委員会   ＳＡＡ・親睦委員会 

  ※アドバイザー 三田みよ子会員・菊地 敏会員 

Ⅵ.歓迎の辞             小泉 博会長 

Ⅶ.写真撮影 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅷ.新会員挨拶           徳原 透 会員 

 京王プラザホテル多摩の支配人となって一番最初に

したことが、ロータリークラブの入会手続でした。 

４つのテストを忠実に心に刻み、一歩一歩しっかりと、

奉仕の精神をもって、がんばりたいと思います。 

◎退会挨拶            若林克昌 会員 

 転勤に伴い、東京八王子ＲＣの会員となりました。多

摩ＧＲＣでは、ロータリーにはＮｏはないと言われ、

ＳＡＡ委員長をお受けしました。

２５周年式典、旅行例会、クリス

マス例会、カクテル同好会、ワイ

ン同好会など開催できたのも、会

員の皆様の協力があってこそ、で

す。４つのテスト４番目「みんな

のためになるかどうか」は、ロー

タリアンとしてだけでなく、自分の生き方や仕事にお

いて、ここが一番の基準なのではないかと教えてもら

いました。２年間ありがとうございました。 

 

【 委員会報告 】 

◎各委員会・他 

 

◎ニコニコＢＯＸ   峯岸  忠ＳＡＡ・親睦委員 

 椎原裕二様 小泉会長、杉山幹事本年度もよろしく 

       お願いします。家賃も安くして下さい。 

小泉  博 皆さん一年間ご協力よろしくお願い 

します。 

 杉山 真一 今年一年間何卒よろしくお願い致し 

ます。 

 大松 誠二 小泉・杉山年度の出発おめでとう。 

       皆さん協力してね。 

 遠藤 二郎 新年度初例会を祝して。 

 萩生田政由 小泉杉山年度を祝して 一年間宜しく 

       お願いします。 

 初野 有人 小泉会長よろしくお願い致します。 

 林田 敏誠 新年度、おめでとうございます。 

 伊澤ケイ子 小泉年度宜しくお願いします。 

       楽しい例会になりますよう。 

 菊池  敏 小泉年度を祝しまして。 

 峯岸  忠 会員の皆様小泉、杉山年度宜しくお願い 

       します。 

 宮本  誠 小泉・杉山丸出帆おめでとうございます。 

 宮村  宏 小泉・杉山年度スタートですね頑張り 

       ましょう。 

 森本 由美 新年度が始まりますね。一年体力を 

       つけて頑張ります！！ 

 村上  久 小泉博年度の幕開け頑張って下さい。 

 中谷 綋子 新年度例会おめでとうございます。 

 齋藤 誠壽 小泉年度発足おめでとうございます。 

 田村  豊 小泉新体制の発足おめでとうござい 

ます。本年度も仲良くやりましょう。 

 田﨑 博実 それでは今年も1年頑張りましょう！ 

 津守 弘範 小泉さん今年1年ご苦労様です。 

 

本日の合計￥３１,０００（累計￥３１,０００） 

 

◎出席報告       入沢 修自出席奨励委員長 

会員総数                32名 

出席義務免除者           8名 

出席者数 出席義務者           16名 

出席免除者        6名                             

計                22名 

出席率    22/30  = ７３.３３％ 

第1197回例会（6/22）訂正出席率 ９０.６３％ 

 

【クラブ協議会：各委員会活動計画発表】 

 

◎進行              杉山 真一幹事  

 クラブ運営管理関連委員会峰岸忠統括委員長、プログ

ラム委員会森本由美委員長、ＳＡＡ親睦委員会菊池敏

副委員長、出席奨励委員会入沢修自委員長、会員増強

委員会中谷綋子委員長より、活動計画書のとおり、発

表が行われた。 

 

◎閉会点鐘            会長 小泉 博 

（今週の担当 田﨑 博実） 


