
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

 

 

◎司会        ＳＡＡ・親睦委員 林田 敏誠 

◎開会点鐘            会長 入沢 修自 

◎国歌「君が代」斉唱 

ロータリーソング「我等の生業」 

           ソングリーダー 菊池  敏 

◎「四つのテスト」唱和   

ＳＡＡ・親睦委員 林田 敏誠 

   

◎お客様紹介            会長 入沢 修自 

  卓話講師   美しい多摩川フォーラム 

事務局長 及川 清隆様 

 

◎会務報告            会長 入沢 修自 
 ◆8/3・4で、多摩消防少年団防災キャンプが、小菅村平山 

キャンプ場にて行なわれ、田崎幹事、福岡会員にご参加 

（会長は 1日のみ参加）いただきました。 

永山の多摩消防署仮庁舎からの出発式には、タウンニュ 

ースの取材もありました。 

 ◆昨日（8/6）、淺田ガバナー年度の第 1回、会長・幹事会 

が六本木の「グランドハイアット東京」にて行なわれま 

した。 

ＲＩ会長の「マーク・ダニエル・マロー二ーご夫妻」と 

の晩餐会も開催されましたが、当クラブは会長・幹事と 

もに欠席となりました。 

 ◆本日例会後に、定例理事会がありますので、理事役員の 

  皆様は事務局までご参集下さい。 

 

◎幹事報告            幹事 田﨑博実 
 【配布物】 

  ・ロータリーの友 8月号 

・多摩東グループＩＭ報告書 

 【回覧物】 

  ・2019-20年度「ガバナーと語ろうロータリーの未来」 

   のご案内 

  ・東京白金ＲＣ「ロータリーの手引き用語集」のお礼状 

  ・東京多摩ＲＣより納涼移動例会のご案内（出欠確認） 

  （8/27 18：30 聖蹟ショッピング C、BBQテラスにて） 

  ・第 69回社会を明るくする運動街頭啓発活動へのお礼 

  ・教育委員会及び教育長職務代理者の就任について 

 

 

 

 

 

 

 

 

・多摩消防少年団サマーキャンプ時の写真 

【その他】 

 ・他クラブ例会変更は事務局にお問合せ下さい。 

 ・8/12～8/18の間、事務局は夏休みとなります。 

 

【 委員会報告 】 

◎各委員会・他    報告はありません 

◎出席報告      出席奨励委員会 足立潤三郎 

会員総数     29名 

出席義務免除者 7名 

出席者数  

出席義務者    13名 

出席免除者      6名                                     

計          19名 

 

出席率19/28=６８.００％ 

第1319回(7/17) 訂正出席率７９．３１％    

 

◎ニコニコＢＯＸ   ＳＡＡ・親睦委員 守田  亨 
入沢 修自 夏本番ですね。 

及川様卓話 宜しくお願い申し上げます。 

田﨑 博実 焼けるような暑さですね。 

遠藤 二郎 アツイ夏 ガンバリましょう。 

足立潤三郎 暑い日が続いています。 

      米、中問題、貿易戦争から金融問題へと 

      大変熱くなってきました。 

宮本  誠 今日の及川先生の多摩川のお話、涼しそうで 

楽しみですね。 

 林田 敏誠 お客様ようこそ。 

 大槻 一夫 及川様卓話楽しみにしております。 

 菊池  敏 暑いけどガンバリましょう。 

 峯岸  忠 及川様卓話宜しくお願いします。 

       会員の皆様 暑い日が続いています。 

       お体ご自愛して下さいね。 

 伊澤ケイ子 及川さま卓話楽しみにしております。 

 福岡  均 暑い日が続きますね。 

熱中症には注意して下さい。 

初野 有人 及川様卓話楽しみにしております。 

守田  亨 お客様ようこそお越し下さいました。 

      卓話楽しみにしております 

 

本日の合計￥１４，０００（累計￥１２５，０００ ） 
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会長 入沢 修自  幹事 田﨑 博実  会報・記録委員長 守田 亨 

副委員長 大松誠二 委員 関岡俊二 森本由美 堤 香苗 宮本 誠 

菊池 敏 福岡 均  HP： http://www.tamagrc.join-us.jp/        
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◎会員感謝状（会員増強賞）・ピンバッチ授与 

 国際 RC第 2750地区より表彰を受けました。 

 

大槻 一夫会員 の推薦   峯岸  忠会員  

森本 由美会員 

伊藤 綾乃会員 の推薦   田崎 博実会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

◎卓話者紹介   

プログラム副委員長  堤 香苗   

  

本日は、多摩川（市内では

聖蹟桜ヶ丘等）にてゴミ拾

い等のキャンペーン活動を

始めとし、「多摩川を 100

年続く美しい川にしよう」

といった取組みの下、活動

されている「美しい多摩川

フォーラム 事務局長 及

川 清隆様」にお越しいた

だき、空撮の映像等をメインとした卓話を賜ります。 

また、当フォーラムは、個人会員・法人会員も募集中と

なりますのでご希望者のご紹介等も併せて宜しくお願

いします。 

 

 

 

◎卓話                 

美しい多摩川フォーラム 事務局長 及川 清隆様 

 

皆様はじめまして。 

始めに自己紹介をさせてい

ただきます。 

昭和63年4月に青梅信用金

庫に入社し、現在は多摩川

フォーラムの事務局を担当

しております。入社時を振

り返ると、まさか金融以外

の仕事に携わることになるとは想像もつきませんでし

た。 

近年、採用面接の場で、青梅信用金庫への志望動機とし

て「多摩川フォーラム」の業務に携わることを希望され

る就職活動の方々も多くなってきております。 

 

※プロジェクターを使用しての「美しい多摩川フォーラ 

ム」のご説明 

 

【設 立】 

・青梅信用金庫が平成 19年 7月、外部組織として任意 

団体の「美しい多摩川フォーラム」を設立。 

多摩川の上流から下流まで 25の自治体がメンバーと 

してご加盟いただき、地域住民 400万人との官民連携 

が可能となった。 

・平成 20年 3月に「美しい多摩川 100年プラン」の基 

本計画を設定。 

・現在、会員総数 1,450名にて、国土交通省・東京都・ 

多摩川流域の各自治体とともに活動している。 

 

【主な活動】 

・交流人口増加による地域経済の活性化。 

  ○多摩川夢の桜街道～桜の札所・八十八ヵ所巡り 

  ○多摩川酒蔵街道（温泉・紅葉等の観光） 

  ○多摩川カヌー駅伝大会、多摩川いかだレース 他 

・環境保全の取組み。 

  ○多摩川 400地点の一斉水質調査 

   →昭和 40年代頃と比して大幅に改善されている 

  ○美しい多摩川クリーンキャンペーン  他 

・環境教育、多摩川流域文化の啓蒙。 

  ○炭焼き体験と水辺の交流会 

  ○多摩川子ども環境シンポジウム  他 

 

※活動内容をＤＶＤの映像にてご紹介 

 

〔豆知識〕も教えていただきました。 

・多摩川の全長は 138km ・別名：東京の母なる川 

・山梨県甲州市の笠取山（標高 1,953m）～東京湾 

 

 

◎お礼と閉会点鐘        会長 入沢 修自 

（今週の担当 守田  亨） 


