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№2206例会　日時：2019年8月8日（木）12：30～13：30　場所：丘の湯プラザ2F 天安サロン

委員会報告

出席報告（伊藤 孝一  会員）
先々週の訂正出席率 86.21％

会員数
３0名
免除数

3名

出席数
24名

免除者出席
1名

欠席数
6名

出席率
85.71％

会務報告 （松原 一郎  会長）

①河合会員の退会届が7月19日付
で提出されました。
②RI会長マローニー氏が来日され 8
日間滞在されるそうです。

〇決算（2018-19）
（鈴木 修司 会員）
今年度の特徴的な所をご報告致しま
す。支出で特徴的な部分はRIの人
頭分担金です。多摩RCの周年事業

に全員登録したためです。RCとしての事業としては、ジャ
ンルカくんが留学生として来られたので、そのためにニコ
ニコより支出し、色んな経験をさせてあげられました。

〇会計監査（2018-19）
（向井 俊右 会員）
帳票、銀行、預金通帳をそれぞれ
詳細に点検させていただきましたが、
全く問題なく処理されておりました。

以上、会計報告を致します。幹事報告 （吉田 伸幸  幹事）

①地区より職業奉仕に関する卓話依
頼をお待ちしていますという講師リスト
が届いております。
②地区より寄付・認証の手引きが届
いております。
③ガバナー月信　8月号が届いており

ます。
④多摩プロゴルフ会より決算書が届いております。
⑤稲城市より第69回「社会を明るくする運動」の協力の御礼
が届いております。
⑥18-19年度　派遣生帰国報告会と19-20年度来日生歓迎
会と派遣候補生合格証授与式の案内が届いております。
⑦東京多摩RCより例会変更のお知らせが届いております。
⑧例会の出欠を必ずFAXまたはメールで返信をお願い致し
ます。
⑨8月のロータリーレート　1＄＝108円

お客様紹介 （松原 一郎  会長）

地区会員増強委員会
委員長　片桐 めぐみ 様
（東京府中武蔵 RC）

地区会員増強委員会
委員　奥野  敦 様
（東京赤坂 RC）

司会 『四つのテスト』『稲城市民憲章』
司会　川島　保之　副幹事

松原　一郎　会　長
全会員
全会員

城所　達也　会　員
渋谷　桂次　会　員

点　鐘 
国歌斉唱「君が代」
ロータリーソング斉唱「我等の生業」
｢四つのテスト」唱和
｢稲城市民憲章」

◆第2回東京稲城ロータリークラブ理事会（8/8開催）◆
【協議事項】
①100％出席会員への記念品　ニコニコ予算より支出に
ついて
自クラブ 100％出席者はもう少し予算を取り、いいものを
お渡し出来ればという声が出ております。予算としては
本会計より取りますが、足りない場合はニコニコより出し
てもいいのではというお話がありました。
②移動例会「警察学校卒業式」日程変更について
10/8（火）→11/12（火）へ変更。詳細は追ってご連絡い
たします。前日が IMになり、二日連続で活動することに
なってしまいますが、こちらは警察学校の都合になりま
すので、ご了承いただけますようよろしくお願い致しま
す。
③林園 RC の寄付要請について
ニコニコより支出するという話になりました。
④花火大会（9/7）、梨もぎ（9/28）の予算書について説
明がありました。

誕生日・結婚記念日祝い（石井 伸昌  会員）

誕生日 奈良部 義彦　会員　8 月 21 日
今井　 順一　会員　8 月 10 日
木村　 太一　会員　8 月  9 日
石井　 伸昌　会員　8 月 15 日

結婚記念日
奈良部 義彦　会員　真理 夫人　8 月 21 日
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東京稲城ロータリークラブ
会長　松原 一郎 　 幹事　吉田 伸幸

委員  竹村 　寛
委員  馬場 輝彦
委員  木村 太一

委員  出石 環樹
委員  髙畠 弘二

公共イメージ委員会
委 員 長　鈴木 修司
副委員長　関谷 宗道

例会日：
例会場：
事務局：
ホームページ：

毎週木曜日12時30分／毎月最終木曜日18時30分
よみうりグリーン・クラブ2F  メンバーズサロン
東京都稲城市東長沼1733-3 グリーンハイツ202号室
　　　  http://inagi-rc.org/

きのう地元の妙見尊でへびより祭り（無病息
災の祭）でへびの頭を作りました。東京都
無形文化指定されています。片桐様、奥野
様、卓話よろしく御願いします。
片桐委員長様、奥野様ようこそいらっしゃい
ました。卓話楽しみにしております。
8 月 3 日　孫が目黒雅叙園で結婚式を挙げ
ました。後孫 2 人頑張ろうと思いました。
毎日あついですね。
片桐様、奥野様ようこそいらっしゃいました。
片桐様、卓話よろしくお願いします。
地区会員増強委員会　片桐委員長、奥野
委員　本日はありがとうございます。
①城所さん決まりましたネ。今後の人生変
わりますヨ。②夏本番　暑さは気合で乗り切
れます。井戸水でハダカになって体を洗うと
気分爽快です！③渋野プロ　全英オープン
優勝お目出とう。
今月から会員卓話が始まります。皆さんご
準備宜しく。
お客様ようこそいらっしゃいました。
肉ばなれやっとよくなってきました。
片桐めぐみ様、奥野敦様ようこそ。
片桐様　卓話よろしくお願いします。
本日、妻 が日帰りで甲 子 園に行きました。
息子は昨日から菅平合宿です。
季節はもう立秋　でもまだまだ熱中症に注
意して下さい。
片桐様　奥野様　よろしくお願い致します。
暑いです。体調に気をつけましょう。
来週から一週間盆休みです。台風それてく
れますように！
今日の川柳　そっと起き、そっと出掛けて、
そっと寝る。
暑いですが、元気でいきましょう！！
本格的な夏ですね。
暑い日が続きますが・・・、もう真冬のイル
ミネーションの仕事してます。
お客様本日は宜しくお願いします。

本日の合計：23,000円　総計：184,000円
ニコニコBOX（石井 伸昌  会員）

松原 一郎 会長

吉田 伸幸 幹事

竹村 　寛

横田 定利
関谷 宗道
奈良部 義彦
城所 達也

田村 安久

向井 俊右

栗芝 　貴
渋谷 桂次
小林 利光
鈴木 修司
今井 順一

伊藤 孝一

佐伯 智美
牛込 太一
石井 伸昌

吉田 憲司

山本 宏史
出石 環樹
坂上 秀樹

山本 一隆

閉会点鐘

謝　辞 （松原 一郎 会長）

卓話者紹介 （向井 俊右 会員）

今日はありがとうございました。

【卓話者】
地区会員増強委員会
委員長　片桐 めぐみ 様

【卓話テーマ】
『クラブ会員増強への具体的アプローチ』


