
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                              
 
 
 

 

 

 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員会 三田みよ子  

◎点鐘              会長 小泉  博  

◎ロータリーソング「我等の生業」       

           ソングリーダー  菊池  敏  

◎お客様紹介           会長 小泉  博 

新会員候補              守田 亨 様 

会員ご夫人 遠藤秀子様 萩生田よし子様 入沢友美様 

村上郁子様  吉沢都貴子様 

会員ご家族              吉沢  威勇様 純平君 

米山奨学生      ペルチェ,ジャン シャルル君 

              

◎会務報告            会長 小泉  博  

本日新入会員候補の守田様にご参加頂いております。 

１週間の期間を頂き、正式にご入会となります。 

 

◎幹事報告            幹事 杉山 真一 

東京多摩RC・東京稲城RC会報など、回覧しております。 

 

◎次年度会務報告    会長エレクト 田﨑 博実 

１４日に被選理事会を開き、次年度の活動計画書が出来 

上がりました。 

◎細則改定に関する決議     会長 小泉  博 

 承認されました。 

【 諸事報告 】 

◎各委員会・他 

☆田村会員より、２週間前の突然欠席のお詫びと、９２

歳の父の家族葬に関して、林田会員にとても丁寧に見送

っていただいた旨、お伝えさせて頂きます。  

 

◎出席報告      出席奨励委員会 入沢 修自 

会員総数                30名 

出席義務免除者           8名 

出席者数 出席義務者           19名 

出席免除者        6名                                     

計                25名 

出席率    25/28  = ８９.２９％ 

第1197回例会（6/7）訂正出席率 ７５.８６％ 

◎ニコニコＢＯＸ   ＳＡＡ・親睦委員会 菊池 敏  

 小泉  博 皆さん一年間ご協力ありがとうござい 

ました。 

 

 

 

 

 

 

 杉山 真一 一年間ありがとうございました。 

 峯岸  忠 守田さん入会おめでとう 宜しくお願 

いします。 

 吉沢 洋景 今年度 無事終了おめでとうござい 

ます。 

 田村  豊 小泉会長、役員の皆様 １年間ありがと 

うございました。 

 田﨑 博実 小泉さん、杉山さんおつかれさまでした。 

 入沢 修自 皆さんの行いが良いので雨もあがり、 

       良い最終例会です。  

 林田 敏誠 小泉会長、お疲れ様でした。 

       次年度 田﨑会長 宜しくお願いします。 

 遠藤 二郎 小泉、杉山年度最終例会を祝して。 

 菊池  敏 最終例会を祝して。 

 中谷 綋子 守田様 ようこそ。 

 大松 誠二 小泉年度、役員のみなさん お疲れ様で 

した。 

 森本 由美 守田さま、ようこそいらっしゃいました。 

       楽しい仲間ですから、楽しんで下さい 

ませ。 

 三田みよ子 小泉年度 お疲れ様でした。 

 村上  久 小泉さん、杉山さん一年間本当にご苦労 

様でした。 

 齋藤 誠壽 小泉会長はじめ役員の皆様 お疲れ様 

でした又田﨑新会長と役員の皆様 

宜しくどうぞ！ 

 萩生田政由 小泉 杉山年度は よい年度でした。 

 足立潤三郎 ２０１６-１７年度最終例会を記念して 

       小泉会長以下役員・理事の皆様１年間 

大変お疲れ様でした。 

将棋 藤井４段 中学生２８連勝お見事。 

 初野 有人 早く世界中のテロがなくなります 

       ように。 

 伊澤ケイ子 小泉会長 杉山幹事１年間ご苦労さま 

でした。 

 瀬戸  武 入会して、ようやく１年です。 

 小坂 一郎 小泉会長ご苦労様でした。 

本日の合計￥１０３,０００（累計￥１，０２３,４０４） 

祝 ！！ニコニコ目標達成 
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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  小泉 博  幹事 杉山真一  会報・記録委員長 瀬戸 武 
副委員長 堤 香苗 委員 吉沢洋景 関岡俊二 菊池敏 田﨑博実    

HP： http://www.tamagrc.join-us.jp/      大松誠二 遠藤二郎  
 

 

  
                                                                                                                          

 

 

        

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

  

    
      

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！ 

 

                                                                                                                              



◎年間１００％出席者発表       

 出席奨励委員長 入沢 修自 

 

遠藤 二郎会員 入沢 修自会員 伊澤ケイ子会員 

菊池  敏会員 小泉  博会員 宮本  誠会員 

村上  久会員 齋藤 誠壽会員 田﨑 博実会員 

 

【 退任式 】 

◎退任理事役員紹介       会長 小泉  博 

 

◎会長・幹事に感謝状    次年度会長 田﨑 博実 

 

◎会長退任挨拶         会長 小泉  博 

こんなに素晴らしいものをいただ

き、心がドキドキしています。１年

間、ありがとうございます。今年は

魅力あるロータリーをスローガン

にかかげ、ＳＡＡ親睦委員会には

毎回盛り上げて頂き、プログラム

委員会にも素晴らしい卓話者を選

んで頂き、大変感謝しています。ただ、年度中に数名の退

会者が出てしまった事が、残念でした。また、事務局當間

さんには、一方ならぬお世話をおかけいたしましたが、

来年度もどうぞよろしくお願いします。 

◎幹事退任挨拶         幹事 杉山 真一 

 

ほとんど、会長がお話しされたの

で、私としては、来年度も変わらず

にご協力をさせていただきたい、

ということです。以上です。 

 

 

◎点鐘             会長 小泉  博 

≪ 懇親会 ≫ 

◎乾杯              幹事杉山 真一 

◎５月・６月誕生日祝い 

５月 萩生田政由会員 津守弘範会員 津守ユリ様 

６月 齋藤誠壽会員 堤 香苗会員 杉山 司様 

 

 

 

 

 

 

 

◎奨学金授与  ペルチェ,ジャン シャルル君 

楽しいパーティーに

ご一緒できて、あり

がとうございます。

来月から京王多摩川

で、イラン人の彼女

と一緒に生活してき

ます。（初野さんより、

シークレット情報を

スクープでした！） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎次年度役員・理事紹介 閉会挨拶 

          次年度会長 田﨑 博実 

次年度も皆様宜しくお願い致します。 

 

◎閉会点鐘        会長 小泉  博  

（今週の担当 堤 香苗 ） 

入沢会員の

お子様大き

くなられま

した！！ 


