
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

 

◎司会        ＳＡＡ・親睦委員 杉山 真一 

◎開会点鐘            会長 入沢 修自 

◎ロータリーソング「奉仕の理想」 

           ソングリーダー 菊池 敏 

◎お客様紹介            会長 入沢 修自 

 国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2750地区多摩東ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 新田 重彦様 

      〃     ｸﾞﾙｰﾌﾟ幹事 門馬 光直様 

東京 iシティＲＣ        会長 大久保勝敏様 

東京八王子北ＲＣ        鈴木 秀男様    

 

・ガバナー補佐 新田重彦様・グループ幹事 門馬光直様 

「今年の IMについて」 

ロータリー財団として 

どのように運用してい

るのか、総収入等を全体

として理解していただ

こうという主旨で開催

の予定です。 

地区委員長安保さんに

お願いしています。皆さまのご参加をお願いします。 

 

・東京 iシティＲＣ会長 大久保勝敏様 

日頃より入沢会長とは年齢が 

近い事もあり親しくさせて頂い

ております。また私の母が多摩

市出身でありますので、子供の

頃より何度もきております関係

で Sympathyを感じております。 

 

 

・東京八王子北ＲＣ 鈴木秀男様  

多摩グリーンＲＣはこれまで何

度かメーキャップで訪問させて

頂きました。現在は奉仕の活動

としてキャンプ場を造り青少年

教育をライフワークに森林の保

全と奉仕活動をしております。 

 

 

 

 

 

 

◎会務報告            会長 入沢 修自 

1．７/21(日)2020プレ大会自転車ロードレース協力 

2．７/24(水)例会は休会 

3．７/30(火)ガバナー公式訪問：多摩ＲＣと共催 

4．東京白金ＲＣの要望により改訂版「用語集」を提供 

◎幹事報告           幹事 田崎 博実 

1. ７/30(火)ガバナー公式訪問：多摩ＲＣと共催 

2. 7/21(日)2020 プレ大会自転車ロードレース協力 

10：00集合～>>活動後、ＨＴＬラウンジにて昼食 

◎配布物：①ガバナー補佐臨席クラブ協議会進行、 

     ②奉仕プロジェクト関連実施委員会組織表 

◎回覧： ガバナー公式訪問出席表 

【 委員会報告 】 

◎各委員会・他 

◎出席報告      出席奨励委員会 菊池  敏 

会員総数                29名 

出席義務免除者           7名 

出席者数 出席義務者           16名 

出席免除者        6名                                     

計                22名 

出席率    22/28  = ７８.５７％ 

第 1317回(7/3) 訂正出席率 ７９．３１％ 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員 小泉  博 

新田重彦様 6クラブ目のガバナー補佐訪問です 

門馬光直様 お世話になります。 

大久保勝敏様 入沢会長、田﨑幹事を始めと致し 

ます東京多摩グリーンロータリー 

クラブの皆様宜しくお願い致します。 

 入沢 修自 新田ガバナー補佐、門馬グループ 

幹事本日はありがとうございます。 

東京 iシティＲＣ大久保会長ようこそ 

鈴木さん お久しぶりです。 

 田崎 博実 お客様ようこそ。 

 遠藤 二郎 新田ガバナー補佐 門馬グループ幹事 

       東京 iシティＲＣ会長大久保様 

       東京八王子北ロータリークラブ鈴木様 

       ようこそ。 

 峯岸  忠 ガバナー補佐、新田様はじめお客様 

       ようこそ。本日宜しくお願いします。 

伊澤ケイ子 お客様ようこそ。 
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三田みよ子 お客様ようこそ。 

 萩生田政由 多摩東ｸﾞﾙｰﾌﾟガバナー補佐 新田重彦 

       様グループ幹事 門馬光直様 

       お客様ようこそ❢ 

 杉山 真一 ガバナー補佐新田様 グループ幹事 

       門馬様 アイシティ RC大久保会長  

八王子北 RC鈴木様 ようこそ。 

 森本 由美 お客様ようこそいらっしゃいました。 

 宮本  誠 新田ガバナー補佐門馬グループ幹事 

       本日はお世話になります。 

 足立潤三郎 お客様ようこそいらっしゃいました。 

 菊池  敏 新田ガバナー補佐 お客様ようこそ！ 

 福岡  均 お客様ようこそいらっしゃいました。 

 関岡 俊二 新田ガバナー補佐 門馬グループ幹事 

       ようこそ。 

 大槻 一夫 お客様ようこそいらっしゃいました。 

今後とも宜しくお願い致します。 

 初野 有人 涼しいながらも蝉の声を聞きました。 

 田村  豊 今年の梅雨はヘヴィーですね。 

       感冒性胃腸炎が流行っています。 

       ご注意を。 

 小泉  博 新田ガバナー補佐ようこそ 

       お客さまようこそ本日はおてやわらか 

       にお願いします。 

本日の合計￥２７，０００（累計￥９０，０００ ） 

 

【ガバナー補佐臨席クラブ協議会】 

司会   幹事 田﨑 博実 

① 開会挨拶          会長 入沢 修自 

② 報告 「薬物乱用防止活動について」  

          実施委員長 遠藤 二郎 

奉仕プロジェクト関連委員会にて薬物乱用防止活動の

実施が決定しております。 

関係機関の調査資料を調べ

てみますと、青少年覚せい剤

など薬物乱用が拡大してい

る。また違法薬物が乱用の入

口になっている現状があり

ます。 

その重大な対処方法として

は指導・取り締まりの強化と

共に啓発運動が必要です。 

国、都など関係機関としては覚せい剤取締りセンターが

あり、東京都は関連団体等と積極的に活動しています。

厚生省も５ヶ年計画に基づいて積極的に活動強化をし

てきております。 

当 RC奉仕プロジェクト実施委員会としては啓発活動な

どのキャンペーンに焦点を充て、これから実施内容など

の検討に入りたいと考えています。 

活動(案) 

リーフレットの作成、標語の募集、優秀作品の表彰、作

品の展示、講演会など。 

まとめ 一度だけの経験が人生の破滅につながらないよ

う一回でも一人でも多くの人に伝えたいと存じます。 

今回のプロジェクトは初めての内容ですが、当クラブに

は医師、薬剤師、弁護士、保護司など日頃より携わって

いる会員が大勢います。総意結集したいと考え、奉仕プ

ロジェクトを実施するにあたり、温かい心を持って活動

したいと考えます。良き爺さん、祖母ちゃん、良きお兄

さん、お姉さんになるべく努力したいと思います。当

RC小坂会員は東京都薬物乱用協議会副会長であり第一

人者です。上半期、下半期に夫々キャンペーンをする計

画です。 

小坂会員（薬物乱用防止活動実施委員会副委員長） 

各ロータリアンの意識を同一レベルにしたいと考えて

おります。大麻の恐ろしさのＤＶＤがありますので、 

一度見て頂き、活動企画を進める予定です。 

パンフレット、ティッシュペーパー、ポスター、標語な

ど準備し健康センターにて展示を予定しています。 

 

閉会挨拶 奉仕プロジェクト統括委員長 峯岸 忠 

  

・このプロジェクトは多年度にわたり 

継続したいと考えます。 

・7 月21日オリンピックプレ大会では 

ご協力よろしくお願いします。 

 

③ ガバナー補佐講評  

各クラブでは地域に根付いた活動を

目指しておられるようでございます。

RCの計画が自分たちの都合で進めて

いないかどうかは大切な基準評価で

すが、多くの関係者が携わっておら

れると認識しました。 

 

◎お礼と閉会点鐘       会長 入沢 修自 

【 編集後記 】 

Rotary の服装(ドレスコード)について 

服装はマナーやエチケットの基本の一つ。使命遂行す

る為に形から入るのは日本の伝統。西洋文化において

もドレスコードは確立されている。ロータリーの精神

に賛同された会員の多くはその地域では名士であり

人格者であったはず。現在に至るまでその形を踏襲し

ようとしている価値観はこれからも認めてほしいも

の。ちなみに世界の伝統的Rotaryのドレスコードは

厳格であり、例会時の紳士は常にジャケットとタイ。

日本社会はクールビズ対応によりノータイ、ジャケッ

ト、チノパンツの場合もある。  

           (今週の担当 森本由美)  

 

Ｇateway Drug 

薬物に手を染めるスタート

たばこ ->大麻 ->覚せい剤 

啓発活動するにあたり情報

共有しながら現実に沿って

慎重に活動する事が大切と

考えます。 


