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【司会】     ＳＡＡ・親睦委員会 福岡  均 

◎開会点鐘           会長 杉山 真一 

◎国歌「君が代」 

ロータリーソング「それでこそロータリー」 斉唱 

        ソングリーダー   菊池  敏 

 

◎「四つのテスト」唱和 

ＳＡＡ・親睦委員会 福岡  均 

 

◎会務報告           会長 杉山 真一  

  

例会終了後、理事会を行いたいと思います。 

 

 

 

◎幹事報告            幹事 初野 有人 

1 配布物 

  ・ロータリーの友 6月号 

・第 1424回 会報 

2 回覧物 

  ・ガバナー月信 6月号 

京王ホテルプラザの 

閉館に伴いホテルか

らの提案を後ほど発

表します。 

 

 

 

 

◎次年度会務報告    会長エレクト 堤  香苗 

     （欠席のため 次年度幹事  大槻 一夫） 

堤会長エレクトは、本日  

第一回地区財団ロータリー 

セミナーに出席の為欠席と

なり代わりにご報告を致し

ます。 

戦略委員会の設置の検討の

お話です。 

先週、被選理事会にてご意

見を募りましたが、 

現状では会長幹事に一任している為、今年度も従来通りこ

の形式で進めていく予定です。 

皆様のご協力をお願い致します。 
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         【 委員会報告 】  

◎各委員会報告 

◎出席報告      出席奨励委員会 菊池  敏 

 

会員総数     24名 

  出席義務免除者   6名 

 

出席者数 

出席義務者         11名 

出席免除者       4名 

計          15名 

出席率 15/24 = 57.69％ 

 

 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員会 小泉  博 

杉山 真一 皆様、本当に何も出来ない 1年間でした 

      また参加させて頂きます 

初野 有人 6/15 移動例会 

      みなさまいらして下さい 

足立潤三郎 前回スクラッチ会で優勝しました 

大槻 一夫 忙しい 5月が終わりましたが、ロータリー

が忙しいです 

福岡  均 今日は暑いですね！ 

林田 敏誠 本日は宜しくお願い致します 

峯岸  忠 会員の皆様、同好会には進んで参加しまし 

      ょうね！ 

菊池  敏 今日も暑くなりますネ 

阿部 亮一 もう 6月ですね 

      いい天気が続くと良いですね！！ 

伊澤ケイ子 昨日散歩中に四葉のクローバーを見つけ

ました ラッキー！ 

      何か良いことがあるかな？ 

伊藤 綾乃 久々の出席で申し訳ありません 

関岡 俊二 6月最初の例会ですね 

三田みよ子 いいお天気ですね 

小泉  博 天気がよくて気持ち良いですね 

      同好会出席しましょうね 

 

本日の合計 ￥１８，０００（累計 ￥４６８,２３０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎その他 

初野幹事よりご報告 

 

１ 交換留学生 

 

交換留学生の件で日曜日にカウンセラー会議があり

ました。 

ご報告ですが、地区からの補助金は 80万円。 

グループからの補助金が 30万円。 

留学生の名前は、シャーロット・オルブライト、高校

２年生の女性です。ウィスコンシン州在住、理系で、多

摩大聖ヶ丘高校への入学が１日に決まりました。8月 25

日までの間に来日されます。 

 

ファーストホストファミリーは、森本会員です。 

現在、福岡会員もセカンドファミリーという形でこれか

ら打ち合わせ予定です。 

サードホースのホストファミリーは、現在も募集中です

のでご興味のある方がいらっしゃいましたら、是非お声

がけ下さい。 

 

月１回例会へ、参加します。 

彼女のお小遣い 1万5千円を堤会長から手渡しして頂き

皆様との交流もして頂きます。 

学校は、その日だけは休みロータリーの行事がメインと

なります。 

学校は、聴講生とし在籍します。入学の時期が日本と

アメリカでは違う為、高校１年生のクラスに入ります。 

授業の難易度によっては、高校 2年生のクラスや、高校

１年生、中学生のクラスに入る場合もあります。 

ビザは 6月に申請をして 8月末という事になります。 

 

 

２ 新例会場、新事務局の選定、今までの経緯 

 

プレスの発表と共に阿部支配人から直接ご連絡を頂

きました。 

例会の候補地を京王ホテル側で探してみたいとのご

意向を頂き、ココリア、パルテノン、新都市センタービ

ル、リンクフォレストを候補地として検討しました。 

 

例会及び食事も出来て、今の例会になるべく近い状態

で出来、備品も預かって頂き、事務所の賃料も光熱費込

で 15 万円、例会費の予算含めて毎年の予算通りに出来

る場所の調整を行ってきました。 

 

パルテノン 

パルテノンは当時、改修中でしたので事務局と例会場を

置けないかホテル側から交渉をしてみましたが 

ご存じの通り、市長選がございました。 

パルテノンの管轄は、行政の為、市長が変更前と後では



 

 

変わる可能性があると、返事を長らく待たされました。 

結果、会議室をお貸しする事は出来るが、事務局を置く

事は、出来ないと言われました。 

リンクフォレスト 

会議室、ラウンジ共にありますが、非常に高額です。 

毎週行う例会場としては、クラブの予算では賄えない。 

また、事務局を常駐で置く事は出来ない。 

リンクフォレストは、金銭的な面で提案を却下致しまし

た。 

 

ココリア 

反応は悪くありませんでした。 

但し、例会場が、お座敷になります。 

事務局は、バックヤードでしたら可能。 

貸す場合は、高額で事務局が置ける状態ではありません。 

また、蔓延防止の時も含めて感染対策の一策として宴会

場として貸すのは、今もストップ。 

それも踏まえ、感染対策がかなり厳しい為 例会を開く

事もハードルが高い為 ココリアも止まった状態です。 

 

ピューロランド 

一回の例会費用が 90万円以上。 

30人以上の出席者が無い場合お貸しする事は出来ない 

こちらも金銭的にかなり厳しいです。 

 

京王プラザホテル八王子 

京王プラザホテル八王子であれば、このままの体制で完

全に受け入れ可能。 

但し、距離的に遠く八王子となる為、多摩という地域か

ら逸脱してしまう。 

 

皆様にはお時間がかかったように思うのですが 

政治的背景等がありまして、ここまでお時間がかかりま

した事を申し訳なく思っております。 

 

 

移動例会は、再来週６月１５日、美膳（スマイルホテ

ル東京多摩永山）であります。ご参加願います。 

 

 

【質問 1】  

京王ホテルは、いつまでの営業でしょうか？ 

(阿部会員より) 

23年１月 15日まで。 

大槻幹事も予定に寿例会が最後になります。 

事務局も 1月末までは大丈夫です。 

猶予の時間は、少しはとれます。 

 

【質問 2】  

京王プラザホテル多摩は、その後どうなるか？ 

（阿部会員より） 

まだ、未定です。建物は京王電鉄の所有です。 

ご説明できるようになりましたら、ご説明いたします。 

 

 

【質問 3】 

6 月で杉山年度が終わり 予算、引越の予算等、更にお

金出さないといけないのか最近心配です。 

 

次年度の予算は、現状、引越費用として 50万円 予算に

計上する予定です。 

青少年の受け入れ、80万円追加です。 

繰越 270万円です。  

現状 クラブの会員が 23 名、運営しても 120 万円の赤

字です。 

280 万円の繰越金の中から引越費用、青少年受入負担費

用もありますので 

繰越金の予算が減った形で最終この年度が終わるので

はないかと思います。 

 

 

堤エレクトが、実施委員会開き、新しい年度ではそれを

引き継いでいきます。 

 

 

 

 

◎御閉会点鐘            会長 杉山 真一 

 

 

 

今週の担当 伊藤 綾乃 

 

 

 


