
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                        
 
 
 

 

 

 

◎司会      ＳＡＡ・親睦委員会 三田みよ子 

◎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 菊池  敏 

◎「四つのテスト」唱和    ＳＡＡ・親睦委員会  

◎お客様紹介          会長 田﨑 博実 

 多摩東グループ   ガバナー補佐 粕谷 啓之様 

   〃       グループ幹事 野澤康次郎様 

◎会務報告           会長 田﨑 博実 

 理事会報告（本日、例会前） 

 １ 2750地区クラブ代表者会議（11╱7開催）の代表 

  者として、会長が選出されました。 

 ２ 本日のクラブ協議会の進行につき確認。 

 ３ ガバナー公式訪問の進行につき確認。 

     10月31日、12:30点鐘、昼食は事前に 

     （11：50〜12:20）、出欠表を回します。 

◎幹事報告           幹事 峯岸  忠 

 配布：ロータリーの友10月号､前年度決算報告、ク 

    ラブ協議会進行表、奉仕プロジェクト資料 

 回覧：2016 ｰ 2017年度地区一般会計財務報告、バギ 

    オ基金第39回、バギオ訪問交流の旅募集要 

    項、10╱31ガバナー公式訪問出欠表 

 他クラブ例会変更：事務局まで問合せ 

 ロータリーの友10月号に大松会員の記事が掲載さ 

 れております（ｐ．２７） 

 

 

 

 

 

 

◎出席報告     出席奨励委員会 杉山 真一 

会員総数                29名 

出席義務免除者           7名 

出席者数 出席義務者           17名 

出席免除者        7名                             

計                24名 

出席率    24/29  = ８２.７６％ 

◎ニコニコＢＯＸ ＳＡＡ・親睦委員会 初野 有人 

 田﨑 博実 ガバナー補佐様 グループ幹事様 

ようこそ本日のクラブ協議会ご覧 

ください。 

 峯岸  忠 粕谷ガバナー補佐、野澤グループ幹事 

       ようこそ。今後も宜しくお願いします。 

       菊がいよいよ出品です。 

 宮本  誠 粕谷ガバナー補佐 野澤グル－プ幹事 

       本日はお世話になります。よろしく 

       お願い致します。 

 齋藤 誠壽 粕谷ガバナー補佐、野澤グループ幹事 

       ようこそ 宜しくお願いします。 

 萩生田政由 多摩東グループガバナー補佐粕谷様 

       グループ幹事野澤様ようこそ！ 

       本日は宜しくお願い致します。 

 小泉  博 粕谷ガバナー補佐、野澤グループ幹事 

ようこそいらっしゃいました 宜しく 

おねがいします。 

 伊澤ケイ子 ガバナー補佐粕谷様 グループ幹事 

       野澤様ようこそ。ご苦労様です。 

 菊池  敏 粕谷ガバナー補佐 野澤グループ幹事 

       本日は宜しくお願いします。 

 足立潤三郎 ガバナー補佐粕谷様、グループ幹事 

野澤様ようこそお越しいただきました。 

今夜は中秋の名月 ススキを供えて 

団子で一杯 いいね。 

 三田みよ子 粕谷ガバナー補佐 野澤グループ幹事 

       ようこそ 宜しくお願いします。 

 入沢 修自 ガバナー補佐バーベキューではお世話 

になりました。本日宜しくお願いしま 

す。グループ幹事もお世話になります。 

遠藤 二郎 粕谷ガバナー補佐 野澤グループ幹事 

      ようこそ。 
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会長 田﨑 博実  幹事 峯岸 忠  会報・記録委員長 入沢修自 
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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！ 

                                                                                                                             

 



 

大松 誠二 しばらくです。私も元気です。 

初野 有人 粕谷ガバナー補佐、野澤グループ幹事 

      様ようこそお越しいただきました。 

 

本日の合計￥２１,０００（累計￥２４８,００３） 

 

【委員会報告】   

◎各委員会・他 

 

◎SAA親睦委員会    副委員長 三田みよ子 

  次回例（10╱18）後にガバナー訪問等につきSAA 

  の炉辺会合を行います。 

 

【ガバナー補佐臨席クラブ協議会】 

 

           司会：幹事 峯岸  忠 

  

開会挨拶           会長 田﨑 博実 

奉仕プロジェクトの今年度初めての試みとして 

「多摩をきれいに！」写真展を準備して参りました。 

写真展が来月いよいよ始まります。そう言うことで、 

今回「多摩をきれいに！」写真展の準備をクラブ協議

会の議題と致しました。ご臨席のガバナー補佐、グル

ープ幹事におかれましては、お付き合いのほど宜しく

お願い申し上げます。 

 

報告「多摩をきれいに！」写真展の進行状況 

           実行委員長 瀬戸  武 

 会員へのアンケート調査等

の結果、改めて多摩を見直し

多摩を応援するという視点の

もと、多摩の街の美化をテー

マとすることとした。 

タイトル：「多摩をきれい

に！」写真展 

会 期 ：2017年11月9〜14日 

会 場 ：聖蹟桜ヶ丘SC５Fブリッジギャラリー 

内 容 ：8月1日から（写真の）募集を始め9月で 

 終了。内容は多摩ならではの美しい風景や自然の写 

 真、美化に取り組む人達の写真で、風景のみならず 

 人間の写真でも構わないという前提で募集して参り 

 ました。現在10件60枚の写真が集まっております。 

 応募した写真をボードにして会場に出すという計画 

 です。多摩川の美しい風景、子供達の美化活動、山 

 の鳥の写真など多数あります。これから仕分けする 

 のですが、乏しい分野のものもありますので一応締 

 め切ってはおりますが、直接私に追加のご連絡を頂 

 ければと思います。こういう形で写真は集まりつつ 

 あり、一安心という状況です。 

役割分担表（別紙）の説明 

 11月８日は移動例会で11:00に５Fブリッジギャラ 

リーに集合。 

参加賞について 

１〜３等までの景品を用意。これは写真展が終わっ

た後、それぞれ決めたい。審査の詳細については12

月の例会で報告する予定です。 

 

質疑応答・意見交換 

 １ 賞品について 

A:参加賞、１〜３等まで予算で用意しております。 

 ２ 出展した企業、団体等のPRについて 

  A:会場は商売は控えたい場所ですので、宣伝の場 

   ではないのですが､作品の下に応募した方のス 

   ペースを若干設けるという程度は考えておりま 

   す。 

 ３ ロータリークラブの自己紹介などは 

  A：会場の入口（2カ所）には、写真展の開催趣旨 

   を明記しなければならないと思います。その中 

   でロータリーについても触れてゆきたいと考え 

   ております。 

 

閉会挨拶 

 奉仕プロジェクト統括委員長 三田みよ子 

 写真展が始まり、試行錯誤しながら今年はどんな奉

仕プロジェクトを立ち上げようか、予算もありますの

で会長、幹事にも参加頂きこの写真展となりました。 

実行委員長には多くの時間を割いて頂きました。こ

の写真展皆さんには全員参加で、やってよかったと心

に残りながらまた来年のプロジェクトに繋げ、一致団

結して一つのものを作り上げてゆきたいと思います。 

来月8日から一週間開催しますが、皆さんのご協力

を賜りながら是非成功したいと思います。 

これにてクラブ協議会を終わりとさせて頂きます。 

 

ガバナー補佐講評        

 多摩東グループガバナー補佐 粕谷 啓之 

 今年度のRI会長のテーマが

「変化をもたらす」となって

おります。新しいプロジェク

トをやるということは、正に

テーマに沿っていると思いま

す。田﨑会長のテーマが「頑

張れ！多摩！」となっており、

これもまたテーマに沿ったものであると思います。 

大変な事が多いと思いますが、お聴きして今年より来

年、来年より再来年と良いプロジェクトになるように

祈願しております。 

 

閉会挨拶            会長 田﨑 博 

 粕谷ガバナー補佐、野沢グループ幹事本日はご臨席

賜り有難うございました。 

写真展がいよいよ始まります。今年度の奉仕プロジ

ェクトを盛り上げてゆきましょう。 

 

◎閉会点鐘          会長 田﨑 博実 

（今週の担当 吉沢 洋景） 


