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【司会】    ＳＡＡ・親睦委員会 入沢 修自 

◎開会点鐘       副会長 菊池 敏 

◎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  

◎お客様紹介      副会長 菊池 敏 

相模原中ロータリークラブ 丸子
まるこ

 勝基
かつもと

 様 

◎会務報告                  副会長 菊池 敏 

 

本日は、クラブ協議会がございますので皆様よろしく

お願いします。 

10月 24日月曜日多摩東グループ親睦会がございます。 

 

◎幹事報告           幹事 大槻 一夫 

・配布物 

会報 第１４３８回 

新例会場、事務局移転 実施委員会 議事録 

・回覧物 

ハイライトよねやま 

2023学年度米山奨学生選考委員募集のご案内 

※他クラブ例会変更は事務局までお問い合わせください。 
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 【 委員会報告・その他 】  

◎出席報告      出席奨励委員会 初野 有人 

 

会員総数  22名 

出席義務免除者   5名 

出席者数     16名 

出席義務者       13名 

出席免除者      3名 

計       16名    出席率  16/22   

                 ８０.００％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ ＳＡＡ・親睦委員会 林田 敏誠 

 
丸子 勝基 私は相模原中 RC の会員ですが 住まいは多摩市

桜丘です 近いので時々メイクさせていただき

ます 宜しくお願い致します 

菊池  敏 お客様ようこそ！ 

クラブ協議会よろしく！！ 

大槻 一夫 相模原中ロータリークラブ丸子様 ようこそい

らっしゃいました 

伊澤ケイ子 お客様ようこそ 

峯岸  忠 お客様ようこそ！ 

      菊の花も咲き始めました 秋本番ですね 

萩生田政由 皆様 本日のクラブ協議会宜しくお願い致しま

す 

入沢 修自 季節の進みが早いですね 

三田みよ子 先週研修で福岡・熊本に行って来ました 

      久しぶりの旅行 楽しかったです 

足立潤三郎  萩生田諮問委員長 今日は宜しくお願い致しま

す 

杉山 真一 お客様ようこそ 

      久しぶり例会よろしくお願いします 

初野 有人 お客様ようこそいらっしゃいました 

伊藤 綾乃 今日はお天気が久々によろしいです。 

阿部 亮一 秋らしい良い天気になってきましたね 

福岡 均  円安進行が150円間近となってきましたね  

林田 敏誠 皆さん こんにちは！ 

 

本日の合計  

￥１８，０００（累計２３２，０００） 
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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  042R-372-6463  FAX  042-372-6491 Eメールtokyotamagrc@gmail.com 

    

会長 堤香苗  幹事 大槻一夫   

会報・記録委員長 田﨑博実  副委員長 三田みよ子 

委員 森本由美 入沢修自 福岡均 遠藤二郎 田村豊 伊藤綾乃 

HP：https://www.tama-green.jp/       

 

mailto:Eメールtokyotamagrc@gmail.com


◎９・１０月誕生日祝い 

９月 村上 久 会員、森本 由美 会員、 

  阿部 祐美子 様 

１０月 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、 

萩生田 よし子 様、田﨑 緑 様、小泉 寿子 様 

 

おめでとうございます！ 

 

【クラブ協議会】 

司会 初野有人 

議題 「例会場、事務局 移転についての意見交換」 

・実施委員会委員長挨拶   萩生田 政由 

・候補地についての説明 

美膳（永山） 

 

長所： 例会必要機材預かり可能 

食事配膳準備は美膳が行う 

食事代 1 人 2000〜2500 円 

夜例会は展望レストラン 

室料無料 

移動例会経験ずみ 

短所： 専用駐車場５台 

現地までの道のりで坂が多い、SAA が例会準備 

キャリア・マム貸ホール（多摩センター） 

 

長所：ココリア アクセスが良い 

駐車場３時間無料 

移動例会経験ずみ 

例会必要機材預かり可能 

短所：室料１時間 3000 円 

食事の準備、配膳を会員が行う 

食事の片付けを会員が行う 

SAA が例会準備 

 

桃里（多摩センター） 

 

長所： 部屋代無料 

食事代 3000 円 x 人数 

毎週予約取り押さえ可能 

レストランも貸切可能（事前予約） 

例会機材預かり可能（無料） 

例会準備は桃里が行う 

多摩 RC が例会経験あり 

食事配膳準備は桃理が行う 

ココリア アクセスが良い 

ココリア駐車場割引あり 

室料無料（例会時間前後１時間含む） 

移動例会経験ずみ 

短所： 最大人数４０人ほど 

休日はココリアに従う 

 

旭寿司（聖蹟桜ヶ丘） 

長所：食事代 1 人 2000〜3000 円 

専用駐車場 10 数台 

食事配膳準備は旭寿司が行う 

 短所：狭い、SAA が例会準備 

 

京王プラザホテル八王子（八王子） 

長所：大きなイベントのみ使用可能 

ホテルを使用することで阿部会員が何らかの形でク

ラブ在籍可能 

RC に届出としてふさわしい 

大きな家具（演台、案内板立て、フラッグ、メール

ボックス）預かり可能 

事務局移転先は、まだ未定 

  

協議会での意見、質問事項など 

・Wi-Fi 美膳、旭寿司は難しいのでは。他は利用可能。 

・駐車場 美膳は、専用駐車場５台まで限定、旭寿司は無料、 

詰めれば１２～１３台可能、キャリアマム貸ホール、 

桃里は３時間無料 

・予算の関係 従前、京王プラザホテル多摩は、初野幹事の

頃（昨年度）、毎回の例会費用は８万１０００円だったが、

今は減っている模様。移動例会時の桃里は、税込５万４

０００円（昼一人３０００円、夜３０００円+アルファ、

アルコール代）、月末振込可能。他は上記議事録記載の通

り。 

 

◎閉会点鐘         副会長 菊池 敏 

 

（今週の担当 伊藤 綾乃） 


