
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

 

 

◎司会        ＳＡＡ・親睦委員 峯岸  忠 

 

◎開会点鐘            会長 三田みよ子 

◎ロータリーソング「それでこそロータリー」 

          ソングリーダー 菊池  敏 

   

◎お客様紹介           会長 三田 みよ子 

くらしと文化部オリンッピク・パラリンピック 

準備室長 斎藤 義照様 

 伊藤法律事務所        弁護士 伊藤 綾乃様 

 

◎会務報告            会長 三田 みよ子 

 ①臨時理事会について 

  3月 6日（水）11時 45分より実施・理事参集のこと 

 ②春の火災予防運動 パレード参加について 

  3月 3日（日）10時 30分 京王プラザホテル集合 

 ③グアム地区大会参加の報告 

  2月 21日～24日 当クラブより 5名出席 

 

◎幹事報告            幹事 菊池  敏 

 ①配布物  2 クラブ合同寿例会決算書・次年度クラ

ブ組織表 

 ②回覧物 ・つながろう「平成最後の大集合 第 6回 

       奉仕のつどい」ご案内 

      ・地区よりインターンシッププログラムへ    

       ご協力のお礼 

      ・東京グローバルロータリークラブ 5周年

記念式典案内 

      ・ハイライト米山 227 

      ・桜ヶ丘商店会連合会【浪江・二本松と多

摩をつなぐ交流のつどい】「協賛金のお

礼」 

      ・4/24多摩東グループ IMの出欠について 

・5/11東京多摩 RC50周年記念式典 同 

 

◎次年度会務報告    会長エレクト 入沢 修自 

 ①地区チーム研修について 

2月 12日森本会員に出席頂きました。 

 ②クラブ組織一覧表案について 

事前内諾頂いてますが今一度確認ください。 

   

 

 

 

  

  ※30 周年実行委員長は抜けておりますが吉沢会員

です。 

③次年度奉仕プロジェクトについて 

  3月 6日例会にて、企画会議を行います。いろいろ 

  なアイデアや企画をお待ちしています。 

 

多摩市の東京オリンッピック・パラリンピックの 

概要について       

★ご紹介        次年度幹事 田﨑 博実 

多摩市はロードレースの会場に予定されています。当ク

ラブがどんな協力が出来るか考えておりますが、今日は

その内容についてご説明頂きます 

 

◎くらしと文化部オリンッピク・パラリンピック 

準備室長 斎藤 義照様 

◆来年 7/24～8/9オリ

ンピック、8/25～9/6パ

ラリンピックが開かれま

す。 

◆アジアでの同一都市で

の 2回目開催は初、パラ

リンピックにおいては、 

2回目開催は世界初です。 

◆聖火リレーはすべての市区町村を回ります。大勢で

走るのではなく一人で走る内容になります。 

◆自転車ロードレースは、7月 25日が男子 26日が女子 

の予定。コースは、武蔵野森公園をスタートして都内

の 8自治体を通過して富士山に向かいます。多摩市内

は都内では最長の 11.8キロがコースとして決定されま

した。 

◆この 11.8キロのコースに対して、組織委員会は審判

員、警備員などを配置していますが、それだけでは手

が足らず「多摩市コースサポーター」を市民公募して

います。人数は 178名です。また猛暑が予想されま

す。道案内やコースの敷材の撤収などをコースサポー

ターにお願いしたく募集しています。 
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◆前回の五輪と大きく違うのは、商業オリンピックで

もあることで、アンブッシュマーケティングができな

いということです。オリンピックに関するものは商標 

登録されており、使用は厳しく制限されています。許

可を得ていない場合は、例外なく使用できません。 

◆では全く何もできないかというとそうではなくて、

「応援プログラム」というものが用意されています。

配布物にありますように、この応援プログラムに登録

すると、マークの使用などが出来るようになります。 

質問 初野会員 

 応援プログラムは手上げ形式なのか、また行政サイ

ドから参加要請はあるものなのか 

回答 応援プログラムは手上げ方式です。現時点では

決まっていないことが多いので、また自治体から働き

かけるという段階ではありません。 

質問 初野会員 

 サポーターとして一番求められる作業はなにか 

回答 コースサポーターがまだ足りていない。コー

スの設営や道案内です。 

 

【 委員会報告 】 

◎出席報告          出席奨励委員会  

会員総数                28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                                     

計                 21名 

 

出席率    21/27  = ７７.７８％ 

第 1300回(2/13) 訂正出席率 ７５．００％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員 伊澤ケイ子 

 三田みよ子 お客様ようこそ お誕生日の方  々

おめでとうございます。 

 菊池  敏 齊藤様、伊東様ようこそ！ 

 足立潤三郎 お客様ようこそ。 

 村上  久 お客様ようこそ。 

 初野 有人 お客様ようこそいらっしゃいました。 

 入沢 修自 少しずつ暖かくなり、梅の花も 

       咲き始めました。お客様ようこそ！ 

 萩生田政由 お客様ようこそ。 

 大松 誠二 ちょっと寒いけど、陽が長くなったね。 

 林田 敏誠 お客様ようこそ。 

 福岡  均 まだまだ寒い日が続き花粉も舞い始め 

ましたが、皆様 お体にはお気を付け 

下さい。 

 田﨑 博実 お客様ようこそ。 

 伊澤ケイ子 孫が早稲田 合格しました。（！祝！） 

  

本日の合計￥1４,０００（累計￥６２７,３２３  ） 

 

◎誕生日祝い 

 

 1月 峯岸 忠会員 杉山真一会員 田﨑博実会員 

    吉沢洋景会員  福岡 均会員 足立巻子様  

    大松幸代様 村上郁子様 吉沢都貴子様  

    小形正夫様 

 

   HAPPY BIRTHDAY 
 

２月 足立潤三郎会員 

三田 勇様 

 初野香保理様 

 

 

◎2018-19年度グアム地区大会について 

               会長 三田みよ子 

・まず成田に前泊しました。 

 多摩 RCさんと総勢 10名で向かいました。 

・空港はすごい人でした。一人はぐれてしまいましたが 

リムジンバスで観光しました。 

・皆さんなかなかルールを守らない（笑）珍道中でした。 

・台風の影響で、帰国が遅れたグループもいました。 

・セットされた皆さんは大変な努力をされていました。 

・皆、無事で帰国出来てなによりでした。 

 

★入沢修自エレクトのグアム地区大会について 

・置いてけぼりの入沢です（笑） 

・射撃場があって、ショットガンなども撃てていい経験 

 をさせて頂きました。 

・講演会も聞かせて頂きました。 

・オペラ歌手の方の歌にも感動しました。 

・お酒もビールとワインだけで、低アルコ 

ールなどもありました。 

 

◎閉会点鐘           会長 三田 みよ子 

（今週の担当 瀬戸 武 ） 


