
 

                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                        
 
 
 

 

 

 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員会 三田みよ子  

◎点鐘              会長 田﨑 博実 

 

◎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 田﨑 博実 

 東京多摩ロータリークラブ   会長 小暮 知則様 

      〃         幹事 横倉 敏郎様 

 東京稲城ロータリークラブ   会長 向井 俊右様 

      〃         幹事 今井 順一様 

 東京 i ｼﾃｨロータリークラブ   会長 川﨑 美寿様 

◎お客様表敬訪問 

 新年度就任のご挨拶   

東京多摩ロータリークラブ 

            小暮会長 

 多摩グリーンＲＣには来るとホッ

トします。同じ市内のクラブは良い

なーと思います。 

 

東京多摩ロータリークラブ 

            横倉幹事 

 会長共々多摩の原住民です。来年

50周年を迎えます。いろいろお願い

することがあると思いますが宜しく

お願い致します。 

 東京稲城ロータリークラブ            

           向井会長 

   今年度創立45周年を迎えます。   

 今年度の方針でお互い胸襟を開 

 いて話し合うことで気づくこと 

 もある。これを奉仕に活かしたと 

 思っています。 

 東京稲城ロータリークラブ 

           今井幹事 

  来年（3月15日）４５周年記念 

 事業があります。皆様宜しくお願 

 い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京 i ｼﾃｨロータリークラブ  川﨑会長 

 私も稲城の原住民です。やっと誕

生 7 年目になります。メンバーを増

やさなければなりません。稲城に良

い人が居たら是非ご紹介下さい。 

 ロータリーの理解を深めるため、

私のところの梨園で9月 2日、ＢＢ

Ｑ大会を予定しています。是非皆さ

んのご参加をお願いしたい。 

◎会務報告           会長 田﨑 博実 

 １ 今年度第２回理事会にて新会員候補の会員資格 

  について承認しましたので公表します。 

 ２ 定款第12条3節（a）(旧9条３節（a）)に基づ 

  く出席規定免除の条件を「メイクアップ許容期間を 

  超えた安静加療を要する傷病」としました。  

◎幹事報告            幹事 峯岸  忠 

 配布：訂正版上期会費請求書、新会員候補のお知らせ、 

   奉仕プロジェクト協議会資料。 

 回覧：ガバナー月信７月号、2750地区奉仕のかわら 

   版そのⅠ、ロータリーの友の応募原稿「ラオス・ 

   カンボジア小児病院を支援」 

他クラブ例会変更は事務局にお問い合わせ下さい。 

【 諸事報告 】 

◎各委員会・他 

 ☆小泉年度ロタフェロー委員会    大松 誠二 

ロタフェローの赤尾和美さんがラオスの小児病院で

ご活躍ですが、昨年に引き続き注射器を送りました。こ

の活動の一端を知って頂くため、「ロータリーの友」に

写真と文章を応募しました。 

掲載採用となるか乞うご期待。 

◎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            18名 

出席免除者          7名                             

計                25名 

出席率    25/28  = ８９.２９％ 

 先週欠席者のメイクアップがあり、 

     訂正出席率が１００％となりました。 
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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 田﨑博実  幹事 峯岸 忠 会報・記録委員長 入沢修自 
副委員長 吉沢洋景 委員 大松誠二 関岡俊二 小泉 博 遠藤二郎    

堤 香苗 田村 豊  HP： http://www.tamagrc.join-us.jp/      

 

 

  
                                                                                                             

 

 

        

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

  

    
      

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！ 

会 報 

                                                                                                          

 



◎ニコニコＢＯＸ  初野 有人 ＳＡＡ・親睦委員 

 田﨑 博実 多摩RC、稲城RC、iシティRCの皆様 

       ご訪問 光栄でございます。 

 峯岸  忠 多摩RC会長・幹事様 稲城RC会長・ 

幹事様 iシティRC会長様 本日は 

有難うございます。 

 宮本  誠 林田さん過日は大変おせわになりまし 

たが、その後の誠意あふれた対応も感銘 

を受けております。有難うございました。 

 入沢 修自 田崎年度第2回目の例会おめでとう 

ございます。 

 小泉  博 多摩RC、稲城RC、iシティRCの皆様 

       ようこそ 暑い中ごくろうさまです 

       宜しくお願いします。 

 杉山 真一 多摩RC会長・幹事様 稲城RC会長 

       幹事様 iシティRC会長様ようこそ 

       ありがとうございます。 

 足立潤三郎 各クラブ会長・幹事の皆様ようこそ 

       お越し頂きました。 

雨が降りません水不足が心配です。 

 大松 誠二 ロータリークラブの会長・幹事の皆様 

       ようこそこれからも宜しくお願いします。 

 森本 由美 酷暑の夏になりました。雨はもう少し    

       必要ですよね。 

 齋藤 誠壽 ばかげて暑いですね 皆様お身体に 

       気を付けて。 

 三田みよ子 お客様ようこそ、毎日暑いですね 

       先週の金沢はとっても良かったです。 

 伊澤ケイ子 暑いですネ。お客様ようこそ。 

 中谷 綋子 お客様ようこそ。 

 菊池  敏 お客様ようこそ！ 

 村上  久 お客様ようこそ！！ 

 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。 

 林田 敏誠 お客様ようこそ。 

 初野 有人 梅雨明けが待ちどおしいですね。 

 

 本日の合計￥２７,０００（累計￥６７,０００） 

 

 

【 クラブ協議会 】 

 
◎進行             幹事 峯岸  忠 

 

予算とスケジュールについての説明 

              会長 田﨑 博実 

 前回例会で全ての委員会が発表を終えました。 

活動計画書に毎年、予算とスケジュールを入れてありま 

すが、活動計画書の通りです。 

 予算は会員数30名で組みました。会員数が少ないの 

で緊縮財政で組んでいます。 

 スケジュールは今後、SAAと協議しながら旅行や花見

例会といった企画が追加される予定です。但し企画名や

企画の趣旨が変更となる可能性が有ります。 

 

＊奉仕プロジェクト関連委員会    

統括委員長 三田みよ子 

 今年度の奉仕プロジェクトとして、まず国際奉仕とし

て関岡会員にやって頂く「ラオス小児病院支援」が決ま

りました。 

 もう一つは「多摩をきれいに！」ということで、写真 

展を企画させて頂くことで承認を得ました。プロジェク

ト実施委員会もできて、委員長に瀬戸武会員が決定しま

した。 

 

◆プロジェクトの説明     瀬戸  武会員 

 企画と内容は自然に恵まれた多摩市の風景と、それを

維持しようとする市民の活動の様子を写真におさめ、そ

れを広く周知する。 

 市内の美化清掃に携わる、ボランティア団体や企業の

写真や、市民が撮影した美しい

多摩の風景写真を集めた展覧会

を実施。合わせて人気コンテス

トによる 入賞者との親睦会を

おこなう。 

 

 

 会期は2017年11月9日〜11月14日の6日間 

 会場は京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター、ＡＢ館 

５階の連絡ブリッジギャラリーで予約済みです。実施内

容とスケジュールの詳細は今日配布の別紙（二枚綴り）

「多摩をきれいに！」写真展を参照下さい。 

 

◆プロジェクト副統括委員長   初野 有人 

「多摩」とはどの範囲を指すのか、ご意見を。 

 

       ≪意見交換≫ 

 

１．アンケートをとって参考にしたらどうか。 

２．広く多摩地方とするには無理があり、多摩市及 

  び隣接周辺地域ではどうか。 

 

 

 

 

◎閉会点鐘          会長 田﨑 博実 

 

（今週の担当 吉沢 洋景） 


