
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                               
 
 
 

 

 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員会 中谷 綋子 

◎点鐘                     会長 澄川  昇                                           

◎国家斉唱「君が代」 

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 澄川  昇 

 東京八王子北RC         直前会長 鈴木 秀男様 

 岡山西南RC                   椎原 裕二様 

 青少年交換派遣生              細谷 愛菜さん 

      〃 お母様               細谷 理佳様 

 

◎会務報告                  会長 澄川  昇 

・先週の会務報告に於いて、本日(８／１)にクラブ協議会を

開催する旨発表しましたが、これはクラブ協議会の事

前打合せとしての例会プログラムと訂正します。 

・福島子供サポートプロジェクト募金活動は理事会承認済

みですが前回会務報告に漏れましたので修正します。 

・奉仕プロジェクトの委員会活動計画、委員の構成、及び

予算案の提出を１カ月以内に提出をお願いします。 

 

◎幹事報告                 幹事  荒瀧 義機 

・｢ロータリーの友｣八月号の配付の件。 

・決算報告書の配付の件。 

・ 回覧：他クラブ例会変更の件等。 

 

☆お知らせ  京王プラザ
ホテル  山田 文夫会員 

予てお客さまからの要望の

多かった糖質カットのケー

キを４月から販売を開始致

しました。糖質を７０％カット

したショートケーキを４５０円にて提供できます。今夜はご

試食戴きましてご意見をお寄せいただければ幸いに存じ

ます。( 試食後の感想～これなら糖分取り過ぎの心配が

ないので毎週でも？試食してもいいよ！との意見あり ) 

 

◎前年度会長報告          直前会長  小泉  博  

・本日開催の第２７回理事会に於いて、２０１１－１２年度      

の決算報告書を原案通り承認致しました。 皆様に配布

致しました。 

 

 

 

 

 

 

 

【 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          １９名 

      出席義務免除者 （事前MU １名）   ６名 

           １名                                                                  

            計                 ２５名 

出席率    25/30   =  ８３．３３％ 

第1021回例会（7/18）訂正出席率 ８１．２５％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ     ＳＡＡ・親睦委員会  片山 哲也 

 荒瀧 義機  細谷愛菜さんお帰りなさい。 

          経験をこれからに活かして下さい。 

 足立潤三郎  細谷愛菜さんお帰りなさい。 

          1年間ご苦労様でした。 

 遠藤 二郎  細谷愛菜さんの無事帰国を祝して。 

 萩生田政由  青少年交換派遣生 細谷愛菜さん 

          お帰りなさい。  

 入沢 修自  なかなかままになりません。 

お世話になります。 

 片山 哲也  細谷さんお帰りなさい。 

 菊池  敏   お客様ようこそ！ 細谷様お久し 

          ぶりです。 

 小泉  博   細谷さんおかえり 大きくなりましたね。 

          お客様ようこそ楽しんで下さい。 

 宮村  宏   細谷さんお帰りなさい。 

 村上  久   お暑うございます。 

 中谷 綋子  暑い日が続いております。体に気をつけ 

          て下さい。 

 齋藤 誠壽  本日は学習させて頂きます。 

          細谷さんお帰りなさい。 

本日の合計￥ ２４，０００ （累計￥１０８，０００） 

 
◎その他委員会 

☆２０１１-１２年度決算報告      会計 三田みよ子 

別紙決算報告書を参照ください。(概略の説明あり) 不明

の点がありましたら個別に申し出頂ければ対応致します。 

 

 

 

                                                                                                                                                                   
    
 

 
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 

                                                                                                                                                                   ２０１２．０８．０１． 第１０２３回例会  No.２３－０５  ２０１２．０８．０８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！ 
                 

 

 



尚、本日津守弘範会員は欠席ですが、７月２５日津守弘範

会員に拠る監査が行われ、何れも適法、適正、且つ正確

であることを証明するとの監査報告を得て居ります。 

 

☆福島子どもサポート             堤 香苗会員 

先週は、都合により早退し、このプ

ロジェクトの詳細説明をしなかった

事をお詫び致します。またこのプロ

ジェクトに関して、理事会のご理解

を頂きましたことを厚く御礼申し上

げます。御存じの通り、福島の子

供たちは原発被害の影響で夏休

みにも関わらず、外で遊べない状

況にあります。その様な子供たちを全国数か所で引受け

てデイキャンプ等に参加させるためのバス代のご寄付を

お願いしている福島子どもサポートプロジェクトの東京事

務局長を知人が務めて居り、協力をしております。目標は

１００万円です。先週と今週あわせて８，７００円の募金を

頂きました。１００円×１万人で１００万円と考え頑張ってお

りますので、重ねてご協力をお願い申し上げます。 

 

 ☆富士見高原納涼 ゴルフコンペ＆長野・山梨バス観光 

               海野 榮一会員・大松 誠二会員 

・８月５日(日) ： ７時００分京王プラザ多摩前集合・出発 

 ゴルフ組と、観光組に分かれ行動するが、夕刻合流し 

富士見ＲＣとの懇親会に臨みます。市保養所宿泊。 

・８月６日(月) ：前日と同様２組に分かれ別行動とするが 

夕刻合流し帰路多摩へ。予算等詳細は別紙参照下さい。 

 

◎青少年交換派遣生カウンセラー    遠藤 二郎会員 

青少年交換派遣生細谷愛菜さんのカウンセラーを１年間

引き受けましたが正直なところカウンセラーとしては何も

せず終いでした。というのは御存じの通り大変自立心の強

い、しっかりした心身ともに健康且つ成績優秀な学生さん

で、心配ごとの全くない１年間でした。その様な私に本日

の帰国挨拶に際しワインなど沢山のお土産を戴いてしま

いました。次回の夜間例会で皆で御馳走になろうと思いま

す。細谷さんには日を改めて１年間の留学報告をお願いし

ました。何はともあれ無事帰国おめでとうございます。 

 

◎青少年交換派遣生 細谷愛菜さん 帰国挨拶 

皆様こんにちは！青少年交換派遣生の細谷愛菜です。私
は皆様の東京多摩グリーン RC

にスポンサーして頂き２０１１－

１２年度青少年交換生として１

年間ドイツ連邦共和国の１８１０

地区に派遣して頂きました。受

け入れ家族も皆よい人達で、学

校も面倒をよく見てくれ、受け

入れホスト・クラブもいろんな所

へ連れて行って下さいました。

そこで私が経験してきたことの報告は後日改めてさせて頂

くこととして、本日はご挨拶のみとさせて頂きます。 

私のいた所はドイツ連邦共和国のラインラント－プファル

ツ州(Ｌａｎｄ Ｒｈｅｉｎｌａｎｄ－Ｐｆａｌｚ)というライン川の畔で牧

歌的なところでした。相模原市の私の住まいとはまるで違

う環境と文化をもった人達と交流して、自分を違う角度から

眺められる毎日を過ごすことが出来ました。その中で学ん

だことは｢過去との付き合い方｣でした。それは自分の過去

であり国の過去でもあります。国の過去と云うのは歴史の

ことです。ドイツはとても重い歴史を抱えていますが、その

歴史との付き合い方がとても上手で、それを直視できる国

だと思いました。私が日本の歴史とどう対応すべきかも学

びました。この様な話は非常に重い話題になりますので次

の機会に充分時間を頂いてお話させて頂くこととします。 

このたびドイツに行ってドイツ人のみでなく、アルゼンチン、

メキシコ、ブラジル、アメリカ、インド、ベルギー、フランス、

中国、台湾など多くの国の留学生とも直接接することが出

来、今までと違う偏見のない真直ぐな付き合い方が出来る

ようになりました。他の留学では語学或いは、勉学のみが

中心であるに比べこの様な経験が出来るのはロータリー

の留学だからこそであり大変良い経験をさせて頂きました。

ロータリーの皆様には大変感謝しています。特に東京多

摩グリーン RC の皆様には研修の一年間、留学の一年間

と、これからもお世話になると思いますが、どうぞ末長く宜

しくお願い致します。ホストクラブ(ＭｏｎｔａｂａｕａｒＲＣ)の記

念のバナーは地区での報告会修了後お持ち致しますので

飾って下さい。有難うございました。 

 

◎クラブ協議会の打合せ        会長 澄川  昇 

本日は、８月８日開催予定のガバナー補佐、グループ幹

事を迎えてのクラブ協議会を円滑に進め、実のあるものに

するための機会と考えています。ご協力をお願いします。 

※奉仕PJ 東日本大震災を忘れないプロジェクト 

                   実施委員長  菊池  敏 

昨年３月１１日の発生から早一年半、未だ復興の兆しも見

えない現状ですが我々の知恵を絞って被災地に一日も早

く元の幸せな生活が戻って来るよう協力したいと考えクラ

ブ協議会の議題と致しました。円滑な協議の進行にご協

力下さい。 

・萩生田政由会員 

震災後ボランティアとして現地へ行き、被害家屋の洗浄

などにあたった経験をもとにした参考意見があった。 

・堤 香苗会員 

 本当に役立つ支援活動の模索、観光博とかコラボスクー

ル、障がい者の為の仕事など支援方法を具体的に列挙

し、真に被災者の為になる支援に絞ることが肝要である

との意見が提示された。  

・その他、 

宮本会員より、理事会方針である活動計画書との整合

性のある議論が必要で、奉仕プロジェクト関連の諸委員

会との連携もなされるべき、との意見が示された。 

※予定されていた、多摩市の奉仕行事への参加プロジェ

クトについては、時間の都合により、取止めとされた。 

◎点鐘                    会長 澄川  昇

（今週の担当： 遠藤 二郎） 


