
    

 

                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                        
 
 
 

 

 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員 瀬戸  武 

◎点鐘             会長 田﨑 博実 

◎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 田﨑 博実 

 ﾌﾚﾝｽﾞ･ｳｨｽﾞｱｳﾄ・ｱ･ﾎﾞｰﾀﾞｰ JAPAN    永野絵美様 

 ロｷｯﾄﾞ心の詩少年・少女合唱団代表  宮本朱美様 

 津守弘範様 小田泰機様 片山哲也様 小形勝子様 

 柴崎信洋様 柴崎裕子様  

 会員ご夫人 遠藤秀子様 萩生田よし子様  

入沢友実様 村上郁子様 関岡良子様 

 田﨑 緑様 吉沢都貴子様 

会員ご家族 萩生田由季様 萩生田杏春さん  

関岡華慈さん 入沢光紀くん  

田﨑千智さん 四俣美貴子様 

四俣陽奈子さん 鈴木益代様  

鈴木柚凪さん 

【米山奨学生】ペルチェ ジャン シャルル君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎会務報告           会長 田﨑 博実 

先週、グループ協議会に出席しました。 

 

◎幹事報告           幹事 峯岸  忠 

お客様、今日は充分楽しんで下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

【 委員会報告 】 

◎各委員会・他 

 ☆奉仕プロジェクト   統括委員長 三田みよ子 

先日の写真展に皆様のご協力ありがとうございました。 

写真を提出された方に感謝状をお渡しします。 

片山さん、伊澤、大石、菊池、入沢、小泉、初野各

会員、ありがとうございました。 

◎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           15名 

            出席免除者         6名 

                     21名 

出席率    21/28  = ７５.００％ 

第1253回例会（12/6）訂正出席率 ７５.００％ 

◎ニコニコＢＯＸ ＳＡＡ・親睦委員会 菊池 敏  

ロタキッド代表  

宮本 朱美様 お招き頂きありがとうございます。 

 小形 勝子様 メリークリスマス！！お招きありが 

とうございます。 

 小田 泰機様 久しぶりのロータリー 懐かしい顔 

        に会えてハッピーな気分がします。 

 田﨑 博実  今年最後の例会です。お客様楽しん 

        で行ってください。 

 峯岸  忠  メリーＸマス お客様ようこそ。 

        本日のＸマス楽しんで下さい 入会 

        お待ちしております。 

 伊澤ケイ子  メリークリスマス 楽しみましょう。 

 澄川  昇  クリスマスおめでとう。 

 徳原  透  Ｘ‘ｍａｓ例会楽しみましょう。 

 瀬戸  武  お歳暮も峠を越えました。 

 守田  亨  初のクリスマス例会楽しみです。 

 足立潤三郎  2017-18田﨑・峯岸年度クリスマス 

        例会を記念して。 

 森本 由美  Ｍｅｒｒｙ Ｘ‘ｍａｓ！！ 

 齋藤 誠壽  今月お誕生日の皆様 おめでとう 

        ございます。 

 萩生田政由  クリスマス例会を祝して❢ 

 村上  久  皆様 メリークリスマス。 

 関岡 俊二  来年もよろしくお願いします。 
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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！ 

                                                                                                                             

 



 遠藤 二郎  メリークリスマス。 

 入沢 修自  気ぜわしい12月にけじめのクリス 

マス例会 ありがたいことです。 

 宮本  誠  メリークリスマス。 

 吉沢 洋景  Ｘ’ｍａｓ例会 家内とお世話に 

        なります。 

 三田みよ子  メリークリスマス！！お客様ようこ 

        そたくさんのご入会お待ちしており 

ます。 

 菊池  敏  メリークリスマス皆様どうぞお楽し 

        み下さい。 

本日の合計￥５５,０００（累計￥５０２,１００） 

 
 

◎次年度役員・理事ご紹介 次年度会長 三田みよ子 

  

会長   三田みよ子  直前会長 田﨑 博実 

 会長ｴﾚｸﾄ 入沢 修自  副会長  萩生田政由 

 幹事   菊池  敏  会計   堤  香苗 

 ＳＡＡ  杉山 真一  理事   大松 誠二 

 

 

◎会員増強賞プレート・表彰状授与 

                       会長 田﨑 博実 

対象者：峯岸 忠会員 

 守田会員を増強された峯岸会員に表彰状をお渡しし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

◎米山奨学生奨学金授与   会長 田﨑 博実 

   ペルチェ ジャン シャルル君 

ジャン君に12月奨学金をお渡しします。頑張ってくだ

さい。 

◎１２月誕生日祝  

         おめでとうございます！！ 

齋藤 文子様  村山 高史さん 

 

◎閉会           会長 田﨑 博実 

 

      司会：ＳＡＡ・親睦委員会 徳原  透

☆挨拶  ＳＡＡ・親睦委員会副委員長 三田みよ子 

 

☆乾杯             足立潤三郎会員 

 

◎パフォーマンス オークション 

           （司会）徳原 透・峯岸 忠 

 アシスタント : 足立潤三郎･菊池 敏･守田 亨 

＜皆さん、張り切ってオークションに参加され、 

 大いに盛り上がりました。協力を感謝します。＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎閉会挨拶       次年度会長 三田みよ子       

 

◎閉会点鐘          会長 田﨑 博実 

 

◎手に手つないで  ソングリーダー 吉沢 洋景 

 

（今週の担当 大松 誠二 ） 


