
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                               
 
 
 

 

 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員会 杉山 真一 

◎点鐘                     会長 澄川  昇                                        

◎ロータリーソング 「我等の生業」 

                    ソングリーダー菊池  敏 

◎お客様紹介                 会長 澄川  昇 

   東京多摩ロータリー・クラブ     林  彰一 会長 

         〃              長谷川鈴江 幹事  

   東京稲城ロータリー・クラブ     川島 保之 会長 

        〃                城所 達也 幹事 

◎会務報告                  会長 澄川  昇 

・定款第 9 条出席規定の免除（ａ）の条件としては、今年度

はメークアップ期間を超える病気、けがの欠席。診断書

提出必要とします。 

・例会後14時より３クラブ合同打合せ会議（ガバナー訪問） 

ガバナー訪問時質疑のある方は、意見をクラブに提出し

てください。クラブ集約をしてガバナー補佐に提出しま

す。 

・小泉直前会長のご母堂様ご逝去されました。謹んでご冥

福をお祈り申し上げます。 詳細はご案内の通りです宜し

くお願い致します。 

◎幹事報告                 幹事  荒瀧 義機 

配布  ガバナー公式訪問に関するお知らせとご案内。 

     第 11回日韓親善会議パンフレット。 

回覧  第11回日韓親善会議参加の2次募集のお願い。 

他クラブ例会変更  東京みなとＲＣ、東京芝ＲＣ、東京中

央ＲＣ。 詳細はクラブ事務局にお尋ねください。 

◎お客様ご挨拶 

  ・ 東京多摩ロータリー・クラブ        

林 彰一会長・ 長谷川 鈴江幹事 

会長：多摩ロータリーの第44代

の会長を拝命いたしました。 

本年は30年ぶりに日本人3人目

のRI会長に田中作次さんが就任

されました。奉仕を通じて平和を

と言うテーマを頂き、 多摩RCと

致しまして地域で奉仕活動に励

みささやかな一助になればと考えております。3クラブは

近隣でございます、地域活動をしていく場合は一緒にやっ

ていきたいと思います。今年1年間宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

幹事：皆さん方に、これからその都度、もろもろ教えて頂

きながら1年間幹事を務めさせていただきます。宜しく

お願い致します。 

・東京稲城ロータリー・クラブ 

   川島 保之会長・木所 達也幹事 

会長：２０１２～１３年度東京

稲城ＲＣ第４０代目の川島で

す。 １年間お世話になります。 

宜しくお願い致します。 

本年度私のテーマは「結び、

結ばれ、熱き心で、新たな一

歩を」と言うことで１年間頑張

りたいと思います。当クラブでは今年４０周年事業を予定し

ております、できれば全員参加の形でお願い致します。 

幹事： 幹事の城所達也と申します。幹事役は２回目です。

川島会長を盛り立てていきたいと思います。 ５月１６日、

周年事業は宜しくお願い致します。 

 

【 委員会報告 】 

◎出席報告        出席奨励委員長会 吉沢 洋景  

会員総数                  ３４名 

      出席義務者数               ２４名 

      出席義務免除者              １０名 

      出席者数  出席義務者         １８名 

            出席義務免除者         ７名                                                                 

            計                 ２５名 

出席率     ２５/３１   = ８０．６５％ 

６/２７は定款休会により、出席率訂正なし。   

 

◎ニコニコＢＯＸ    ＳＡＡ・親睦委員会  三田みよ子 

 澄川  昇  多摩ロータリー 稲城ロータリーの会長 

          幹事様ようこそいらっしゃいました。 

 荒瀧 義機  澄川年度2回目ですね。多摩RC 

          稲城RCようこそいらっしゃいました。 

 足立潤三郎  多摩ロータリー林会長 長谷川幹事 

          稲城ロータリー川島会長 城所幹事 

          ようこそいらっしゃいました。 

 遠藤 二郎  多摩RC、稲城RC 会長幹事様ようこそ。 

萩生田政由 東京多摩ロータリークラブ林会長 

         長谷川幹事様、                      

 

 

 

                                                                                                                                                                   
    
 

 
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 
TEL  042-372-6463  FAX  042-372-6491 Eメール tamagrc@tamagrc.join-us.jp 

 
会長 澄川 昇  幹事 荒瀧義機    
会報・記録委員長 宮本 誠  副委員長 小泉 博  
委員 足立潤三郎 大松誠二 遠藤二郎 柴崎信洋 海野榮一 山田 勍 

                                                                                                                                                                   ２０１２．０７．１１． 第１０２０回例会  No.２３－０２  ２０１２．０７．１８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 
        ２０１２～２０１３年度 

 

全員積極参加でロータリーを楽しもう！ 
                 

 



東京稲城ロータリークラブ川島会長 城所

幹事様ようこそおこし下さいました。 

 伊澤ケイ子  多摩ロータリー、稲城ロータリー会長 

          幹事様ようこそ。一年間よろしくお願い 

          致します。 

 菊池  敏  多摩RC会長・幹事 稲城RC 会長・幹事  

          本年も宜しくお願いいたします。 

 宮村  宏   多摩ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 稲城ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 会長 

             幹事いらっしゃいませ。 

村上  久  多摩 会長幹事 稲城会長 幹事様 

ようこそ。 

中谷 綋子  暑くなりました、体に気を付けて下さい。 

齋藤 誠壽  お客様ようこそお越し下さいました。お暑 

い中有難うございます。 

津守 弘範  東京多摩ロータリークラブ会長幹事さん 

 東京稲城ロータリークラブ 会長幹事さん 

         ようこそ。  

 本日の合計￥１４，０００  （累計￥５２，０００ ） 

◎その他委員会 

 ☆ゴルフ同好会              部長 海野 榮一 

プロアマチャリティゴルフ大会の参加者、クラブに対して

礼状が来ました。今回の参加者158名 、チヤリティ金 

2,150,010円。当日のＣＤ記録が届いています。 

 「富士見高原野納涼ゴルフコンペ＆長野、山梨バス観

光」参加者２３名。内容はポスト投刊資料のとおり。 

 ☆地区青少年交換派遣生 細谷 愛菜さん 

カウンセラー 遠藤 二郎 

ドイツ派遣生細谷愛菜くんが沢山お土産を身につけて 

7月9日帰って来ました。帰国報告が楽しみです。 

☆ IT委員会  クラブホームページ について          

 委員長 柴崎 信洋          

 ホームページのリニユーアル終了しました。会員専用の

ページ、パスワードは個々に事務局まで。 

 【クラブ協議会：各委員会活動計画発表】 

◎進行                   幹事 荒瀧 義機 

※出席奨励委員会         副委員長 吉沢 洋景 

型通りでありますが読ませて頂きます。活動計画書通り 

会員の親睦まずは出席から  出席率８０％目標 

※会員増強委員会            委員長 伊藤 英也 

会員増強はどうしてもしなくてはなりません。ある程度の

人数が居ないとクラブの維持が出来ません。        

皆さんにも多くの推薦者をお願い致します。 

退会者が出ない様な面白い、楽しい環境作りを是非お願

い致します。 

※会報・記録委員会          委員長 宮本  誠 

 活動計画書に書いてあるとおりですが、会報はクラブの

公式記録として内容の具体性と性格度を確保する、特に

会長幹事には原稿の用意をお願いしたい。 

タイトルデザインは例年を踏襲、ＲＩのテーマはら田中作

次会長名入りを採用しました。１枚２ページに収めること

を原則としています宜しくお願い致します。 

※広報委員会              委員長 宮村  宏 

当クラブの奉仕活動をテレビ、新聞、インターネットを使

って外に向かってアピールをしていきたい。 

ロータリー情報の新しい小冊子を作りたい。    

※ロータリー研修委員会      副委員長 宮村  宏 

会員セミナーを開催しロータリーの歴史、理念などを認

識してもらう機会を作る。新入会員の援助、教育、心配

りをアドバイザーと協力して行う。例会でタイムリーに用

語、定款、細則の解説を行う。 

※募金活動委員会          委員長 中谷 綋子 
Ｒ財団、米山奨学会募金について会員の理解を深める。 

募金目標認識のため各会員に募金実績を知らせる。 

支援募金についてはその都度理事会に諮る。 

※ロタキッド委員会             委員長 三田みよ子 

方針は活動計画書通りであります 合唱団との接点、親密

度を高めることで先日私も合唱祭出演を聴かせて頂きまし

た。今回委員長をやることになりまして、すごく大事なこと

だなと言うことを感じました。 ご協力お願い致します。 

※IT委員会                  委員長 柴崎 信洋 

ホームペイジの充実した内容を伝える為には広報委員等

から一報頂ければと思います。一概にはいきませんが新

鮮な情報を新鮮なうちに発せられるように努力が出来れば

と思います。 

【奉仕プロジェクト関連委員会】 

※統括委員長   萩生田政由 

今年度奉仕ジェクトは前年度引継事業を含めて７事業に決定

しました 

【プロジェクト立案委員会】 

※立案委員長  宮本  誠 

１．多摩市の奉仕行事への参加プロジェクト   

多摩市、社会福祉協議会等の奉仕的行事にトータルな考

え方でクラブとして参加を図ると言う趣旨。 

実施委員長には小泉博会員が任命されました。 

２．東日本災害を忘れないプロジェクト   

まだまだ忘れてはいけない心の復興です、旅行等を通じて

地元を励まし、元気付け、復興に寄与するのが趣旨。 

実施委員長は菊池敏会員。 

３．蛍再生プロジェクト             

前年度からの継続ｊ調査事業、蛍は中沢池までは出現して

いる。乞田川多摩センターまで引っ張って来れるか、どう

か？実施委員長は引き続き、萩生田政由会員。 

４．障がい者テニスプロジェクト       

例年通り実施する、１０年程度を目途に継続組織育成を目

標とする。実施委員長は宮村宏会員。 

５．ロタキッド支援プロジェクト       

いろいろ意見はあるが、生みの親として少なくともソフト面、

精神面の支援継続を行なう。実施委員長三田みよ子会員。 

６．カンボジア小児病院支援プロジェクト   

各会員が支援組織ＮＰＯ法人ﾌﾚﾝｽﾞ・ｳｨｽﾞｱｳﾄ・ｱ・ﾎﾞｰﾀﾞー

JAPANの正会員となるキヤンペーンを行う。実施委員長

は関岡会員。 

７．富士見RCとの友好関係維持プロジェクト   

来年５月には富士見ＲＣの４０周年。8月の富士見ＲＣとの

ゴルフ＋親睦会の計画も含めてプロジェクトとして継続。 

実施委員長は伊澤ケイ子会員。 

 

◎点鐘      会長 澄川  昇  

  （今週の担当： 足立潤三郎 ） 


