
    

 

                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                           
 
 
 

 

 

◎司会        ＳＡＡ・親睦委員会 山田 文夫 

                           

◎点鐘              会長 小泉  博 

先週葬儀のため休みまし

て萩生田副会長に代理を

して頂きありがとうござ

いました。また葬儀の際ご

参列お供物、お手伝いなど

のお心使い大変ありがと

うございました、ロータリ

アンの親睦と友情を重く

感じております。この場を

お借りして御礼申し上げます。 

                                           

◎ロータリーソング 「日も風も星も」 

            ソングリーダー 菊池  敏 

◎お客様紹介           会長 小泉  博 

 岡山西南ＲＣ            椎原 裕二様 

 米山奨学生              何 超 君 

 

◎会務報告            会長 小泉  博 

 本日の会務報告は特にありません。 

 

◎幹事報告            幹事  荒瀧 義機 

 配布物として奉仕プロジェクト第9回「障がい者のテニ 

ススクール」役割分担表と当日のスケジュール、親睦旅    

行決算報告が配布されています。 

 回覧としてロータリー財団ニュース、GSE報告書、東京 

多摩プロバスニュース、ハイライトよねやま、TAMA映画 

フォーラムの観覧があります。 

昨日IMパネラーの打ち合わせがあり、パネラーの齋藤 

会員が出席されましたので後ほど報告して頂きます。 

◎2012-13年度役員理事候補指名委員会      

委員長 菊池  敏 

  

  会長 澄川 昇および直前会長 小泉 博は既に決

定済みですので、細則に従い、以下７名の候補を指名

します。 

  会長ｴﾚｸﾄ 萩生田政由  副会長   伊澤ケイ子   

  幹事    荒瀧 義機  会計   中谷 綋子 

  ＳＡＡ   菊池  敏  理事   大松 誠二 

  理事    伊藤 英也 

 

 

 

 

 

 

 

【 委員会報告 】 

◎出席報告      出席奨励委員長  菊池  敏  

会員総数              ３４名 
   出席義務者数            ２４名 
   出席者数     出席義務者    １７名 
            出席義務免除者   ８名                                                      

            事前ＭＵ      ０名  
            計        ２５名 
出席率     25/31   =  ８０．６５％ 
第989回例会（11/1）訂正出席率 ７６．６７％ 
 

◎ニコニコＢＯＸ   ＳＡＡ・親睦委員会 足立潤三郎 

 小泉  博  前回欠席ですみません。皆様の心づかい 

        に感謝させて頂きます。 

 荒瀧 義機  次年度役員・理事候補指名委員会発表    

        次年度宜しくお願いします。 

 足立潤三郎  ﾊﾟﾙﾃﾉﾝ通りにもｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝの灯が入り 

        きれいですね。 

 大松 誠二  １１/２４のテニススクール、晴れたら 

        いいな。皆さん全員参加ですよ。 

 萩生田政由  府中ロータリークラブ５０周年記念 

        ゴルフコンペに参加しました。宮村 

        プロの上達には驚きました。 

 菊池  敏  今日は会員の皆様におさわがせしまし  

        たが、まずありがとうございますと 

        申します。 

 宮本  誠  次年度役員理事候補決まって良かった    

        ですね。指名委員会ご苦労様でした。 

 宮村  宏  何 超さんいらっしゃい。 

 中谷 綋子  寒くなりました。風邪をひきません 

        ように。 

 齋藤 誠壽  昨夜はパネラーの集まりへ行って参り 

        ました。大変勉強になりました。 

 関岡 俊二  お客様ようこそ。 

 澄川  昇  お世話になります。 

        宜しくお願い致します。 

 津守 弘範  今日は大変に寒く風邪を引かない 

ように。 

 

本日の合計￥２２，０００（累計￥３４５，０５１） 
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国際ロータリー第２７５０地区   

東京多摩グリーンロータリー・クラブ 
        ２０１１～２０１２年度 

 

 

愛と笑いで創ろう友の和・広げよう奉仕の輪 
 



◎IMパネラーの打ち合わせ報告    齋藤 誠壽会員 

 昨晩、30日の予行練習みたいなもので行って参りまして、

ロータリー歴の浅い方から 22 年の長い方までいろんな

意見があり大変勉強になりました。内容としては「職業

奉仕について」というテーマで、私としても職業奉仕と

いう事への認識で悩んでいたところもありその辺で質

問したところ、取引先や社員に還元する、地域に還元す

る等のお話があり自分的にも、職業と奉仕が全く異質で

ない事が腑に落ちたところでもあります、皆様色々な意

見をお持ちですので当日がどうなるか不安もあります

が皆様のお知恵を拝借して 30 日に参加していきたいと

思っております。 

 大変勉強になりました。 

 

◎その他委員会 

 ※ＳＡＡ・親睦委員会     委員長 足立潤三郎 

前回の例会で配れなかった親睦旅行の決算報告書を説

明いたします。 ※ 決算報告書参照 

比較的、事業費からの支出が少なく済んだと思います。 

 

※ゴルフ同好会報告    ゴルフ部長 海野 榮一 

 先ほどニコニコで宮村会員が快挙を成し遂げたと出て

いましたが 52 で回られたという事で、それを記念とし

まして 宮村会員スコアアップ記念大会を急遽行いた

いと思います。12月6日又は8日で府中カントリーで考

えております。決定いたしましたら、案内いたします。 

 

※何 超 君奨学金授与     会長 小泉  博  

11 月分の奨学金をお渡しします、12 月何かと物入りだ

と思いますががんばってください。 

米山奨学生             何 超 君 

今週の金曜日から日曜日まで大学の学園祭があります

ので時間があれば来てください。 

【クラブ協議会】 

司会 ： 幹事 荒瀧 義機 

◎開会              会長 小泉  博  

クラブ奉仕プロジェクトのうち、来週に迫りました重

要プロジェクト、「障がい者テニススクール」をメイン

テーマに協議会を進めたいと思います。 

進行：プロジェクト統括委員長 澄川  昇 

 ☆障がい者テニススクール実施計画発表及び質議応答 

             実施委員長 大松 誠二 

11月24日「障がい者テニススクール」例年通り一本

杉公園で落合中学1年生にボランティアとして参加し

てもらい開催いたします。今現在、障がい者の参加者

28名になりました、これは喜ぶべき人数です。 

「障がい者テニススクール」は三つのテーマをかかげ

てやってきました 

１．障がい者の方は誰でも参加できるというオープン

マインド。 

２．将来自立した組織として障がい者自身が主体と 

   なって新しい組織を作る事に関与協力したい。 

 

３．障がい者、中学生、ロータリアン、の３者が対等に

それぞれの参加意義があるということ。 

会員の皆さんにはぜひ積極的な協力をお願いしたい。 

参加者の保険も掛けました、往復通路とか相手に対す

る損害、学校の要請で中学生にも掛けました。 

何かとかかるのですが、宮村会員をはじめ、各会員の

方の協力のもと予算的にも抑えられております 

 ＊当日役割分担・時間表説明。 

会員より質問 

＊オムニコートなので、スクール区切り毎のグランド整備

不要。記念写真なども終わらせて最後の最後にグランド

整備が必要。 

＊２０周年のＴシャツを合わせて着る？ 

実行委員からは強制いたしません。各自の判断にお任せ

いたします。 

来週木曜日ご協力をよろしくお願いいたします。 

☆その他奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ経過発表 

・ロタキッド     ロタキッド委員会 宮本  誠 

この間は被災地福島から児童合唱団を呼びましたが、 

これからの計画は 12月18日に新宿文化センター大ホ

ールでの巨匠Ｈ．Ｊ．ロッチュを迎えてバッハ『クリ

スマス・オラトリオ』ウｪイティングコンサート～クリ

スマスメドレーをやります。 

  ※参照tp://www.gmaweb.net/npo/kouen/saishin.html 

興味のある方は来ていただければと思います 

そのすぐ後、12月23日多摩市関戸公民館ヴィータホー

ルにて多摩グリーンロタキッドクラブクリスマスコン

サートをやります。その後2月28日に被災地から大人の

合唱団を迎えての、杉並公会堂コンサートに参加、 

４月に白楽荘慰問コンサートをやる予定です       

・「カウリ」の植樹       委員長 宮村  宏 

苗は小さいので大きさ的

には大丈夫です。 

クライストチャーチにテ

ニスで日本対NZランドと

いう事で行く事があり現

地のロータリアンとも接

触いたしました、これから 

  は市などと相談して進めていきたいと思います。 

  

・カンボジアｱﾝｺｰﾙ小児病院支援   

委員長 関岡 俊二 

以前お話しした事を検討しましたが、粉ミルクは現地

調達、時計は子供たちは一切分からないのとほこりが

多いのでメンテナンスが出来ない、義足は外注なので

やはり難しい。また他に支援のアイデアがあればよろ

しくお願いいたします。 

アンコールワットハーフマラソンツアーにアンコー

ルワット小児病院訪問ツアーというのがありました

が受付は終わっておりますが案内をいただきました

ので報告させて頂きます。 

◎点鐘             会長 小泉  博 

  （今週の担当： 柴崎 信洋 ） 


