
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

 

【司会】 ＳＡＡ・親睦委員会      入沢 修自     

本日の司会を務めさせていただく SAA・親睦委員会の

入沢修自です。よろしくお願いいたします。 

◎開会点鐘            会長 杉山 真一 

皆さんこんにちわ。それでは東京多摩グリーンロータ

リークラブ第 1404会の例会を始めます。よろしくお願

いいたします。 

◎お客様     岡山西南 RC  椎原 裕二 様 

 

◎ロータリーソング「奉仕の理想」  演奏  

 

◎会務報告            会長 杉山 真一 

・本日のお客様は、岡山西南ロータリークラブの椎原 

裕二様です。 

・11 月 10日、例会の後理事会を開催いたします。理事

会の結果はその後皆さんに報告いたします。 

 

◎幹事報告            幹事 初野 有人 

 皆さんこんにちわ。 

本日の配布物は、会報第 1403号と、新会員入会式次第

です。 

 他に、クリスマス例会と新年寿例会の出席表が回覧さ

れてますので記入をよろしくお願いいたします。 

 先週義援金を集めましたが、集金額を報告していませ

んでしたが 11，300円でした。 

 本日もお回ししますので、よろしくお願いいたします。 

    

 

 

阿部亮一新会員入会式 

 

* 進行       会員増強委員長（欠席のため）    

             代理 幹事 初野 有人 

≪祝入会！ 阿部

あ べ

 亮 一

りょういち

 君≫ 

Ⅰ 新会員紹介         推薦者 徳原 透 様 

Ⅱ 入会証書授与・バッヂ貸与  会 長 杉山 真一

    

Ⅲ 会員証・バナー授与     幹 事 初野 有人 

Ⅳ 「四つのテスト」、活動計画書、定款・細則、ロータ

リーの手引「用語集」授与     

ロータリー研修副委員長 入沢 修自 

Ⅴ 所属委員会およびアドバイサーの指名   

会 長 杉山 真一 

   *所属委員会  : ロタフェロー委員会、 

ＳＡＡ・親睦委員会   

*アドバイザー： 初野 有人 会員    
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Ⅵ 歓迎の辞         会 長 杉山 真一 

入会おめでとうございます。今後ともよろしくお願い

します。ロータリークラブは、通えば通うほど面白い

場所です。それを申し上げておきます。 

Ⅶ 写真撮影  

  

Ⅷ 新会員挨拶         阿部 亮一 会員  

  改めてこんにちは！京王プラザホテル多摩の総支

配人をしております。日頃、皆様の当ホテルのご利

用に対し、心よりお礼申し上げます。  

  7 月初め例会に初出席の後コロナの緊急事態宣言に

で休みになり、今日になりました。改めて背筋の伸

びる思いをしております。 

  私は京王プラザホテルに入社し30年余新宿本社で、

宿泊・営業・人事などの仕事をしてまいりました。 

  6月の異動で初めて多摩で働くことになりました。 

  今後いろんな観点でご教示を戴きたいと思います。 

  私としてもできる限りの最善の尽力をしていきま

すので、どうかご指導をお頼み申し上げます。 

  （司会 初野幹事） 

  11月10日阿部様から「イニシエーションスピーチ」

がある予定です。今日の挨拶にプラス α が聞ける

と思います。 

  

＊以降、食事をしながら進行  

            

【 委員会報告 】   

 

◎出席報告      出席奨励委員会 菊池  敏 

 

会員総数                 26名 

出席義務免除者            7名 

出席者数 出席義務者            11名 

出席免除者         2名 

計                 13名 

出席率    13/26  = 54．17％ 
 

◎ニコニコＢＯＸ   ＳＡＡ・親睦委員会 鈴木 俊之 

 

杉山 真一  阿部さん入会おめでとうございます。 

      椎原さんお久しぶりです。 

初野 有人  シイハラ様 ひさしぶりに感じないのはな

ぜでしょう            

阿部 亮一 本日、入会式を迎えることがでしました。 

ありがとうございます。 

よろしくお願いします。 

椎原裕二様 30周年記念誌では、大変御世話になりまし 

      た。 ありがとうございます。    

菊池  敏 お客様 ようこそ！ 

森本 由美 多摩市制 50 周年記念功労者として表彰さ

れる事に「模範となる善行」との内容が･･･ 

      恐縮しています。 

関岡 俊二 しいはらさんお久し振りです。 

入沢 修自 天候がよいので、土日身体をきたえていま

す。みなさんも是非   

福岡  均 ヤクルトが久しぶりに優勝しましたね！ 

足立潤三郎  阿部様ご入会お目出とうございます。 

      しいはらさん 30 周年記念誌では大変お世

話になりました。 

米津 正五  友人が先週コロナで亡くなりました(62

歳)。気をゆるめずに今少しのガマン生

活を！ 

鈴木 俊之  阿部会員ようこそ！ 

       多摩グリーンロータリークラブへ 

  

 本日の合計￥１８，０００（累計￥１３３，３３０）                

                           

                    

 

 

 



 

 

◎椎原さんご挨拶 

30年記念誌、誠に有

難うございました。 

先日岡山の有名な

ゴルフ場であった

話をします。 

風呂上がりの脱衣

場で、私のバッグを

見て触っている 70

代の叔父さんがいました。よく見ると下着（ランニング） 

も間違えてきている様子です。「それ私の下着ですよ！」

と言うと、脱いで返してくれたが恐らく軽い認知じゃな

いかと心配しました。どうか皆さんも十分気を付けてい

きましょうね。 

 

◎10月のお誕生お祝い 

伊澤ケイ子会員・三田みよ子会員・田村豊会員・ 

菊池知恵子様・鈴木直子様・萩生田よし子様・田﨑緑様・ 

小泉寿子様・関岡良子様 

 

（写真撮影 出席者の菊池、関岡、鈴木様） 

関岡会員ご挨拶 

 誕生祝い、誠に有難うございました。妻は一昨日誕生

日でしたが、足が少し悪くて私と共に病院に行きまし

た。先日、首にかける「絡子（らくす）がない！」と

騒ぐと、息子が「お父さん首にかけてるよ！」と言わ

れました。椎原さんが、先ほど気を付けるように話さ

れたが、本当だと思った。 

 

◎義援金の集計 

佐賀・長崎豪雨災害支援金 

  合計 18,300円（10/20・27 2回分） 

 

◎閉会点鐘          会長 杉山 真一 

椎原さん折角来ていただいたのに、出席者が少なくてす

いませんでした。 

 

 

年内の例会予定 

11月 10日（水） 

11月 17日（水） 

11月 24日（水）ガバナー公式訪問 夜例会 

12月 1日（水） 

12月 8日（水）                                

12月 15日（水）クリスマス会・年次総会 夜例会 

12月 22日（水）定款休会② 

           

 

 

   （週の担当  米津 正五   ） 

 

                                                                   


