
    

 

                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                           
 
 
 

 

 

 

      奉仕プロジェクト（移動例会） 

     【第９回障がい者テニススクール】 

  日時 ： 2011年11月24日 10時～15時 

  場所 ： 多摩市営一本杉テニスコート 

 

◎司会・進行     ＳＡＡ・親睦委員会 足立潤三郎                          

◎開会点鐘            会長 小泉  博                                           

◎お客様紹介           会長 小泉  博 

 多摩市長              阿部 裕行様 

 落合中学校校長           川越 孝洋様 

 米山奨学生             何 超  君 

◎会務報告            会長 小泉  博 

本日は特にありません 

◎幹事報告            幹事  荒瀧 義機 

 この障がい者テニススクールも今回で第９回目になり

まして、天気も良くて皆さん快適にできるのではないで

しょうか。怪我の無いように楽しんで下さい。 

◎お客様挨拶      落合中学校 川越 孝洋校長 

東京多摩グリーロータリークラブの皆様には毎年お世

話になってます、学校としてもこの障がい者テニススク

ールは当校の年間の授業として位置づけているもので

ございます。今年は一年生が参加をさせていただきます。 

毎年子供たちばかりでなく、我々教職員も学ばせていた

く事が多いと考えておりまして、有意義な時間ととらえ

ております、本日は皆様と共に有意義な時間になるよう 

楽しませていただきます。 

◎多摩市長挨拶            阿部 裕行様 

東京多摩グリーロータリークラブが今年第9回目を迎え

ます障がい者テニススクールということで、毎年のよう

に参加してる方も居るということで。東京多摩グリーロ

ータリークラブが地域の中で特に障がい者の皆さんにテ

ニスを通して新しい世の中を発見していただき、なおか

つ宮村テニススクールの皆さんがボランティアをしてい

ただいている、また落合中学の一年生の皆さんがボラン

ティアとして参加していただいている、本当に地域の中

でみんなで支え合っていこう、みんなでハンデの有る無

しにかかわらず、この世界を豊かにしていこう、楽しく

していこうという東京多摩グリーンロータリークラブの

精神がしっかり地域や宮村テニススクールの中で息づい

ていて、それが今日のテニススクールの開催となり、皆

様の気持ちが天気にも表れて、すばらしい日だと思いま

す。おめでとうございます。おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

◎多摩市身体障害者協会         田中三郎様 

自分も当スクールに何度か参加させていただきましたが

今は腕の具合が悪く参加を控えております。 

中学生の皆さんが言葉の中では障がい者のことを大変だ

なぁとか分かるんだけど、実際に今日はハンデキャップを

持った人たちと中学生たちが球のやりくりキャッチボー

ルをできれば、本当の大変な事が実感して分かると思いま

す。学校や授業で頭で理解しても実際ふれあって初めてハ

ンデを持ってる人の大変さというものが分かるし、どうい

う車いすで活動してるかも分かってもらえ中学生たちも

良い勉強になったと思います。 

将来、この経験を生かし、また時間があればボランティア

をしていただけたら嬉しく思います。 

【 委員会報告 】 

◎出席報告         出席奨励委員会   

会員総数              ３４名 
   出席義務者数            ２４名 
   出席者数     出席義務者    １５名 
            出席義務免除者   ８名                                                      

            事前ＭＵ      ０名  
            計        ２３名 
出席率     23/31   =  ７４．１９％ 
第990回例会（11/9）訂正出席率 ７４．１９％ 

◎ニコニコＢＯＸ     ＳＡＡ・親睦委員会 

 小泉  博  みなさんようこそ今日は一日元気で 

        楽しんで下さい。 

 荒瀧 義機  晴天になり大変良かったね！ 

        皆さんの御健闘を期待します。 

        けがしないよう楽しくね！ 

 足立潤三郎  第9回障害者テニススクールを記念して 

        お天気で良かったね 気分最高。 

 

 

 
                                                                                                                                                                   
    
 

例会場  京王プラザホテル多摩 例会日 水曜日12：30～   月最終例会18：30～ 
事務局  〒２０６－００３３多摩市落合1-43京王プラザホテル多摩５６１号 
TEL042-372-6463FAX042-372-6491 Eメール tamagrc@tamagrc.join-us.jp 

会長 小泉 博  幹事 荒瀧義機    
会報・記録委員長 柴崎信洋  副委員長 大松誠二   
委員 片山哲也  菊池 敏  宮本 誠  海野榮一  山田 勍 

                                                                                                                                                                   ２０１１．１１．２４・３０ 第992・993例会  No.22－20・21  ２０１１．１２．７発

行 

 

  
                                                                                                     

 

 

        

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

  

    
      

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 
 



 

 大松 誠二  最高の天気だ、参加者の願いが天に 

伝わったようです。 ありがとう。 

 遠藤 二郎  素晴らしい晴天に、ニコニコ。 

 萩生田政由  障がい者テニススクール、皆様で頑張り   

        ましょう！ 

 伊藤 英也  障がい者テニススクール 天気が良く 

        てよかったね。 

 伊澤ケイ子  障がい者テニス秋晴れで良かったです 

ね。 

 菊池  敏  今日は晴れて良かったですネ。 

 三田みよ子  とっても良い天気に恵まれて楽しい 

        イベントになりました。宮村さん有難う 

ございます。 

 宮本  誠  障害者テニス、これまで最高の天気で 

        よかったねー。 

 村上  久  障がい者のテニススクール 秋晴れ 

        にめぐまれ良かったですネ。 

 中谷 綋子  今日はいい天気に恵まれました。 

        良かったですね。 

 澄川  昇  テニスを楽しもう。 

 津守 弘範  障がい者テニススクール天気に恵まれ 

        良かったですね。   

本日の合計￥１６，０００（累計￥３６１，０５１） 

 

※多摩テレビによる第9回障がい者テニススクールの放送 

  2011年12月4日（日）～12月10日（土） 

  放送時間 1日4回  9：00～9：45 15：00～15：45 

            20：00～20：45 23：15～24：00 

    

◎閉会点鐘          会長 小泉  博 

  （今週の担当： 柴崎 信洋 ） 

第993回例会 

多摩東グループインターシティミーティング 

日時 ： 2011年11月30日（水） 

場所 ： パルテノン多摩 小ホール 

第Ⅰ部 開会式 

◎司会          グループ幹事 荒井 明雄 

◎開会点鐘        ガバナー補佐 篠塚 武雄 

◎国家斉唱「君が代」 

ロータリーソング斉唱「我等の生業」 

           ソングリーダー 一宮 龍之 

      ピアノ伴奏 ローテックス 関戸 恵美 

◎開会挨拶        ガバナー補佐 篠塚 武雄 

◎歓迎挨拶      東京多摩ＲＣ会長 高野 隆夫 

◎来賓・クラブ紹介    ガバナー補佐 篠塚 武雄 

◎パストガバナー挨拶  2750地区研修リーダー 

                    市川伊三夫 

第Ⅱ部 パネルディスカション   

～職業奉仕を考える～ 

コーデイネーター 

・IM実行委員長       多摩ＲＣ  関戸 達也 

 

パネリスト 

・府中ＲＣ  齋藤 茂一 ・調布ＲＣ  金子日出澄 

・狛江ＲＣ  水谷  弘 ・稲城ＲＣ  向井 俊右 

・武蔵府中ＲＣ倉田 敏世 ・たまがわＲＣ小川 勝彦 

・多摩グリーンＲＣ齋藤 誠壽 ・調布むらさきＲＣ梅澤 武男 

・iシティＲＣ有田 一成 

＊コーデイネーターの素晴らしい誘導ととりまとめに

より、皆さん其々、形式的でなく、和気藹々ながら実

のある発言をされて素晴らしいパネルディスカッシ

ョンでした。我が齋藤誠寿会員も的確な発言内容で積

極的な参加をされました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅲ部 特別講演 

～職業奉仕の理念と原点～ 

講師 田中  毅 氏 

アーサー・フレデリック・シェルド

ンの“He profits most,Who serves 

best”を基に据えて、ロータリーの

職業奉仕の本質について、実に分か

り易く話されました。 

妙な精神論や訳の分からない受け

売り翻訳文に悩まされ、腑に落ちな

いまま誤った職業奉仕観を飲み込

まされて来た諸兄、今日やっと目からウロコの諸兄も多か

ったのではないでしょうか？ 

今日の講演を聴き逃した方は大損をしました。ロータリア

ンとしての根本素養を勉強し損ねたと同じです。せめて、

資料として配布された、シェルドンの「奉仕の原則と保全

の法則」（翻訳：田中毅）を一読されることを薦めます。 

◎閉会点鐘        ガバナー補佐 篠塚 武雄 

※ 近年稀と言えるほどの有意義なＩＭであったと思わ

れます。 企画されたガバナー補佐・グループ幹事・

ＩＭ実行委員長に敬意と感謝を表します。 

 

第Ⅳ部 懇親会          京王プラザホテル 

◎開会挨拶        ガバナー補佐 篠塚 武雄 

◎乾杯        

 2007-08年度パストガバナー 坂本 俊雄 

◎邦楽演奏        篠笛演奏 望月 太八 様 

             鼓    望月 太佐衛様 

◎閉会挨拶       ＩＭ実行委員長 関戸 達也 

◎ロータリーソング「手に手つないで」 

 

（今週の担当： 宮本  誠 ） 


