
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                               
                                                                                                                              
 
 
 

 

 

 

 

◎司会  

足立潤三郎ＳＡＡ・親睦委員  

 

 

 

◎点鐘               小泉 博 会長 

◎ロータリーソング「それでこそロータリー」       

           菊池  敏ソングリーダー 

◎お客様紹介            小泉 博 会長  

 東京稲城ＲＣ           川島 保之会長 

      〃              渋谷 桂次幹事 

 東京iシティＲＣ         梅澤 英樹会長 

      〃              安藤 勝也幹事 

  岡山西南ＲＣ            椎原 裕二様 

東京東村山ＲＣ           野村 高章様               

  京王百貨店             片山 哲也様 

◎お客様ご挨拶 

 東京稲城ＲＣ   川島保之会長   

今回二度目の会長となります。 

 会員数の関係で先輩に命ぜら 

れました どうぞよろしく 

お願いします。 

渋谷桂次幹事  

川島会長に命ぜられ引き受け 

る事になりました。一年間宜 

しくお願い致します。 

東京iシティＲＣ 梅澤英樹会長  

当クラブも6年目となりましたが、ま

だまだ未熟です。一年間宜しくお願い

致します。 

安藤勝也幹事 

チャーターメンバー

ですが,未だにロータ

リーの事を理解していませんので皆様

のご指導の程よろしくお願い致します。 

 

◎会務報告             小泉 博 会長 

 ７月21日多摩東グル-ﾌﾟ協議会に会長・幹事・事務局 

3名で出席しました。 

 

 

 

 

 

 

★地区から報告 

① 来年6月開催されるアトランタ国際大会に皆さん

出席しましょう。 

② マイロータリーに１人でも多く登録をお願いし 

ます。 

★多摩東グループ協議事項 

・親睦イベントの件 なるべく多くの会員が参加で 

きるようなものを計画したいということでしたが、 

参加者よりこれといった意見提案がなく、開催しな 

いと決定。 

・今年度はＩＭに変わる「合同例会」とする。 

◎幹事報告             杉山 真一幹事 

 配布物：新会員入会式式次第、奉仕ＰＪ関岡実施委員 

長のラオス小児病院支援の資料 

 回覧 ：社会福祉協議会のチャリティゴルフ大会の 

     お礼と「ふくしだより」 

 

   

         瀬戸 武会員入会式 

 

※進行             遠藤二郎会員増強委員 

Ⅰ.新会員紹介        推薦者 片山哲也様 

 瀬戸氏は6月24日付で京王百貨店聖蹟桜ケ丘店店長 

 となり多摩地域のトップの役職となりました。  

 若い頃私が労働組合で瀬戸氏が人事部長という関係で

した。瀬戸氏は公平に休みの表を作るのですが、時折 

私がチャチャを入れておりました。彼とは長い付き合い

です。彼は新宿店の食品部長、婦人雑貨など広い範囲の

経験をされている人です。人格は間違いなく自信を持っ

てロータリーに推薦させて頂きました。 

是非宜しくお願いします。 

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 
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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！ 

                                                                                                                             
 

お知らせ：暑気払い親睦会を開催します 

日時 ：８月１７日（水）１８時～２１時  

場所 ：RISTORANTE Lavino(イタリアン) 

     多摩市落合6-15-3 

出欠は8月3日（水）次回例会までに幹事に 

連絡下さい。 



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   

        小田泰機ロータリー研修副委員長 

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 会報・記録委員会・ＳＡＡ・親睦委員会 

※アドバイザー 堤  香苗会員・澄川 昇会員 

Ⅶ.写真撮影 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅷ.新会員挨拶 

御縁がありましてお仲間に入る事になりました。 

微力ではありますが頑張りますので、今日からよろしくお

願い致します。入社して 31 年目です。長く新宿の都心で

仕事をして参りまして、多摩に来て約1ヶ月です。 

事務所から多摩川が見えてすがすがしい気持ちで仕事を

させて頂いています。右も左もわかりませんがご指導 

の程よろしくお願い申し上げます。 

Ⅵ.歓迎の辞             小泉 博会長 

瀬戸さんようこそ！会員全員が心よりお待ち申し上げて

おりました。これからのご活躍を期待しております。 

【 委員会報告 】 

◎各委員会・他 

 ★ラオス小児病院支援    関岡 俊二実行委員長 

 ラオ・フレンズ小児病院、赤尾和美さんより礼状が届 

きました。 

★ゴルフ同好会夏合宿   森本 由美ゴルフ幹事 

夏の合宿ゴルフを８月２８日～２９日に行います。 

１日目は朝霧ジャンボリーＧＣ、２日目は河口湖ＣＣ 

です。 

２８日の集合は午前６時３０分京王プラザホテル多摩 

玄関前です。 

◎出席報告         村上 久出席奨励委員 

会員総数                32名 

出席義務免除者           8名 

出席者数 出席義務者           18名 

出席免除者        6名                                     

計                24名 

出席率    24/30  = ８０.００％ 

第1198回例会（7/6）訂正出席率   ７６.６７％ 

第1199回例会（7/13）訂正出席率 ７６.６７％ 

◎ニコニコＢＯＸ   小坂 一郎ＳＡＡ・親睦委員   

川島保之会長 本日はお世話になります 今後とも 

宜しくお願いします。 

梅澤英樹会長 本日はお世話になります一年間よろ 

 安藤勝也幹事 しくお願い致します。  

 野村 高章様 お久し振りです 宜しくお願いします。 

 椎原 裕二様 皆さん岡山の椎原です 忘れていま 

せんか？ 

 片山 哲也様 皆様お世話になりました。またお客様 

        で顔を出します。 

小泉  博  お客様ようこそ稲城ＲＣ川島会長 

渋谷幹事iシティＲＣ梅澤会長 安藤 

幹事お世話になります。一年間宜しく 

お願いします。  

杉山 真一  稲城ＲＣ川島会長渋谷幹事 i ｼﾃｨ 

ＲＣ梅澤会長 安藤幹事 東村山ＲＣ 

野村様 岡山西南ＲＣ椎原様ようこ 

そいらして下さいました。 

 足立潤三郎  お客様ようこそお越しいただきまし 

        た。瀬戸 武様ご入会おめでとう 

ございます。 

 遠藤 二郎  お客様ようこそ。 

 萩生田政由  お客様ようこそいらっしゃいました。 

 入沢 修自  お久し振りです。会報に救われます  

 伊澤ケイ子  お客様ようこそ。 

 菊池  敏  お客様ようこそ！ 

 峯岸  忠  お客様ようこそ。瀬戸様ご入会おめ 

でとうございます。 

 宮村  宏  稲城ＲＣ会長幹事様 iシティＲＣ 

        会長幹事様 野村様ようこそ 

        瀬戸様入会おめでとうございます。 

 森本 由美  東京稲城ＲＣ、東京iシティＲＣ 

        東京東村山ＲＣの皆様ようこそ 

        本年もどうぞよろしく。 

 村上  久  瀬戸武さん入会おめでとう 今後も 

        宜しくお願いします。 

 齋藤 誠壽  お客様ようこそ。 

 関岡 俊二  お客様ようこそ。 

 瀬戸  武  お世話になります宜しくお願いし 

ます。 

 澄川  昇  瀬戸様今年宜しく。 

 津守 弘範  瀬戸さん入会よろしく 先日社会を 

        明るくする運動有難うございます。 

 徳原  透  瀬戸さん入会おめでとうございます。 

 堤  香苗  お客様ようこそ。今日は純平と一緒に 

        参加ができました。 

小坂 一郎  お客様ようこそ 瀬戸さん入会おめ 

でとうございます。 

本日の合計￥３１,０００（累計￥３１,０００） 

 

 ◎７月の誕生日祝い 
 

 

 

 

 

 

 

 

 遠藤二郎会員、宮村 宏会員、林田 葵様  
 

◎閉会点鐘            小泉 博 会長 

（今週の担当 関岡 俊二） 


