
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                        
 
 
 

 

 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員長 林田 敏誠   

≪会長・幹事引継式≫ 
◎木槌・バッジ・タスキ引継ぎ 

       直前会長 小泉 博・会長 田﨑 博実 

       直前幹事 杉山真一・幹事 峯岸  忠 

◎点鐘              会長 田﨑 博実 

◎国歌「君が代」斉唱・ロータリーソング「我等の生業」       

          ソングリーダー 吉沢 洋景 

◎「四つのテスト」唱和 

ＳＡＡ・親睦委員長 林田 敏誠   

◎お客様紹介           会長 田﨑 博実  

 米山奨学生    ペルチェ ジャン シャルル君 

 

◎会長就任挨拶        会長 田﨑 博実 

 やっぱり襷って重いものですね。歴代の会長が粉骨砕

身され２７年に渡り発展したクラブの会長を引継ぎ、身

の引き締まる思いです。新規奉仕プロジェクトの立案や

会員増強その他の問題が山積みですが、奉仕と親睦、こ

れがロータリーの目的であることを常に意識して、一年

間さらにクラブを発展させていきたい所存です。 

◎幹事就任挨拶         幹事 峯岸  忠 

 この度幹事という大役を仰せつかりました。本日の君

が代また我らの生業、聞いたときに身の引き締まる思い

です。これからも楽しいロータリーにしてゆくために、

皆様方のご意見・ご指導頂ければと思っております。 

◎乾杯！と直前会長報告    直前会長 小泉 博 

 田﨑年度のスタートを祝って皆さんと乾杯させて頂

きたいと思います。乾杯！拍手！／昨年度、小泉年度で

ご苦労頂きました理事役員の皆様は、まだ一つだけ決算

の仕事があります。その節は宜しくお願いします。 

◎会務報告            会長 田﨑 博実 

 今年度初の会務報告です。今回の例会に先駆けて活動

計画書を承認しました。内容を確認しておいて下さい。 

 

 

 

 

 

 

◎幹事報告            幹事 峯岸  忠 

 配布物として上期会費請求書、ロターリーの友７月号、 

回覧としてバギオ便りと第６８回社会を明るくする運

動出欠表、ひとりでも多くの方の出席をお願いします。 

他クラブ例会変更は事務局にお問い合せ下さい。 

◎地区役職委嘱発表 森本由美会員  

奉仕プログラム委員会・職業奉仕委員会 委員       

会長 田﨑 博実 

【 委員会報告 】 

◎各委員会・他１ 

☆多摩東グループ退任のご挨拶 

宮本ガバナー補佐・入沢グループ幹事 

宮本：去年一年間みなさんにご協力頂いて何とか任務を

果たしました。なるべくクラブに迷惑をかけないように

運営をしたつもりです。精神的なサポートのおかげで何

とか終わりました。有り難うございました。 

入沢：至らぬ点多々ありながら、あたたかいお気持ちで

各クラブの会長・幹事さん、当クラブの小泉会長、杉山

幹事にもサポート頂いたように、思っているところです。 

◎出席報告      出席奨励委員長 杉山 真一 

会員総数                28名 

出席義務免除者           7名 

出席者数 出席義務者           20名 

出席免除者        7名                             

計                27名 

出席率    27/28  = ９６.４３％ 

三田さんがメイクアップすれば１００％出席です。 

第1236回例会（6/21）訂正出席率 ８９.６６％ 

◎各委員会・他２ 

☆森本会員より、５月３１日達成のホールインワンのお

祝いを沢山していただいた返礼に、とらやのお菓子をご

用意させて頂きました。ゴルフボール型の最中です。 

◎ニコニコＢＯＸ   ＳＡＡ・親睦委員 菊池 敏 

 田﨑 博実 今年度1年間よろしくお願いします。 

 峯岸  忠 いよいよ始まりました。会員の皆様 

       宜しくお願いします。 

 萩生田政由 田﨑・峯岸年度お祝して 一年間宜しく 

       お願い致します。 

 林田 敏誠 田﨑・新年度を祝して、宜しくお願い 

します。 
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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 
        ２０１7～２０１8 年度 

 

頑張れ！多摩！ 

                                                                                            

 



 宮本  誠 田﨑・峯岸丸出帆おめでとうございます。 

 遠藤 二郎 田﨑・峯岸年度初例会を祝して。 

小泉  博 田﨑年度のスタートを祝して。 

 杉山 真一 田﨑・峯岸年度を祝して。 

 足立潤三郎 田﨑峯岸年度初例会を記念して。 

 大松 誠二 田﨑・峯岸年度がんばれ、 

       皆で応援しよう。 

 吉沢 洋景 田﨑、峯岸年度のスタートを祝して。 

 村上  久 田﨑、峯岸年度の成功を祈ってます。 

 澄川  昇 初例会を祝して。 

 関岡 俊二 田﨑、峯岸年度祝して。 

 齋藤 誠壽 新年度スタートおめでとうございます。 

 瀬戸  武 入会2年目です。改めて宜しくお願いし 

ます。 

 田村  豊 田﨑新会長宜しくお願いします。 

 初野 有人 初例会を祝して。 

 伊澤ケイ子 初例会を祝して。 

 中谷 綋子 田﨑会長 峯岸幹事初例会を祝して。 

 森本 由美 新年度もどうぞよろしくお願い致し 

       ます。楽しい1年を皆様と共に！！ 

 堤  香苗 田﨑年度頑張りましょう！！  

       6月はお誕生日ありがとうござい 

ました。 

 菊池  敏 田﨑会長、峯岸幹事の初例会を祝して。 

本日の合計￥４０,０００（累計￥４０,０００） 

 

◎米山奨学金授与 ぺルチェ ジャン シャルル君 

                会長 田﨑 博実 

ジャンのコメント：今月は忙しかった。来月に学会で高

松に行きます。賞をもらえそうです。 

【クラブ協議会：各委員会活動計画発表】 
◎進行             幹事 峯岸  忠 

※クラブ運営管理関連委員会 

統括委員長 菊池  敏 

一年間、九つの委員会の委員長並びに委員のご活躍を見

守りたいと思います。皆さんどうぞ頑張って一年間やっ

てください。 

※プログラム委員会       

委員長 萩生田政由 

 田﨑会長は「頑張れ！多摩！」を

目標とされています。そのためには、

わがクラブに元気がなければ頑張れ

ない。そこでチャーターメンバーから多摩グリーンはこ

うだ！という神髄を植え付けてもらいたい。１２月まで

はロータリー歴の長い会員から、どんな内容でも、何を

聞いても勉強になると思いますので、卓話をお願いした

い。次に１２月からの卓話については、こんな話しが聞

きたい等、皆さんの協力を得たいと思います。 

※ＳＡＡ．親睦委員会     委員長 林田 敏誠 

 まだ一年半のロータリー歴ですが一生懸命やっていき

ます。委員氏名の紹介と活動計画を計画書とおり発表。 

※出席奨励委員会       委員長 杉山 真一 

 委員長の杉山と副委員長の入沢さん、この２名となり

ました。活動計画を計画書とおり発表も、１００％出席

は難しいなか、三田さんが来れば達成できそうです。 

※会員増強委員会       委員長 森本 由美 

 副委員長、委員の氏名紹介。キャッチコピー（未来に

向けてロータリーの原点）、サブキャッチコピー（奉仕、

多様性、涵養、友情の意義を示す）、その他活動計画書

とおり発表。委員長個人としては、入

会推薦者がゲストとして例会出席し

た際の第一印象、例会の雰囲気や会員

の会話にあらわれる人格に気をつけ

たい。水野パストガバナーの話しで、

イベントのはじめから懇親会までサ

ービスいただいた年上の先輩の人柄に、職業倫理を考え

させられたとの話しを紹介。 

※会報・記録委員会      委員長 入沢 修自 

 毎例会きちっと会報を作って行くということだと思

います。会員のみなさんに楽しみにしていただきたい。

例会の間隔が空くことがありますので、会報を見て雰囲

気を取り戻して頂ければ幸いです。 

※広報委員会         委員長 澄川  昇 

 副委員長、委員の氏名紹介。広報はみなさんに知らし

めることを目的としますが、会員増強は一緒にやってい

きたいと思っています。ロータリー何ぞや、何をやって

いるのですか？と言われることのないようにしたい。 

※ロータリー研修委員会    委員長 小泉  博 

 副委員長と委員のお二人で何でもできそうですが、委

員長となりましたので、活動計画を作成しました。活動

計画書とおり発表も、開催します、とあるのは、開催し

たい、とする。①は昨年のＩＭを振り返りつつ、②映像

なども駆使して、③は１００人ロータリアンがいたら１

００通りのロータリーの意志があるとも言われるので、

意見交換会ができたら良いなと思っています。 

※ロータリー財団・米山奨学委員会  

               委員長 中谷 綋子 

 副委員長、委員の氏名紹介のあと、活動計画書とおり

発表。  

※ロタフェロー委員会     委員長 堤  香苗 

 副委員長、委員の氏名紹介、活動計画は活動計画書と

おり発表。今週の７月９日多摩市合唱祭にロタキットの

合唱がある旨お知らせ。まだ聞いたことのない方は、魂

の浄化のためにも、いつも聞いて楽しみにしておられる

方は、涼やかな歌声を聞いて頂ければと思います。 

◎閉会点鐘             会長 田﨑 博実 

 各委員会委員長におかれまして、今年度の活動計画を

発表していただきまして有り難うございました。本年度

理事会委員長スタッフは、経験を積むためにロータリー

歴の若い方を中心にしました。ベテランロータリーアン

からのご意見ご指導待っています。一年間楽しんでいき

ましょう。それでは第１２３７回例会を本日これにて終

了させていただきます。頑張れ！多摩！ 

（今週の担当 入沢 修自 ） 


