
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                               
 
 
 

 

 

◎司会            ＳＡＡ・親睦委員会 海野 榮一  

◎点鐘                     会長 澄川  昇                                            

◎ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

                   ソングリーダー 菊池  敏 

◎お客様紹介                 会長 澄川  昇 

 多摩東グループガバナー補佐        千葉 孝良様 

     〃     グループ幹事        田村 重己様 

 堤会員ご家族                  ジュンペイ君 

◎会務報告                  会長 澄川  昇 

 8月1日定例理事会の議決事項を報告します。 

１．クラブ細則のミスプリを修正。詳細は会報に記載。  

 ＊細則14頁末尾、第2条の次、役員の任務 の頭、第3条が

脱落しており、これを第3条とする。 

 ＊15頁末尾、第3条会合は第4条とする。以上により 

   第4条 欠番が解消される。 

 ２．ICU東ケ崎潔記念ダイアログハウス建設資金寄付要  

 請については、今年度は会員個人寄付とする。 

 ３．「ＴＡＭＡ ＣＩＮＥＭＡ ＦＯＲＵＭ」の第22回映画祭に 

協賛金1万円を拠出する。 

 ４．奉仕プロジェクト「障がい者テニス」の実施案と予算を 

承認。詳細は後日発表。 

◎幹事報告                 幹事  荒瀧 義機 

＊配布資料：本日のクラブ協議会資料 

＊回覧：ガバナー月信8月号・福島子供ｻﾎﾟー ﾄＰｒｏｊ報告 

＊その他報告 

・品川ＲＣからｶﾝﾎﾞｼﾞｱ小中学校教師育成支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ 

ﾄの参加要請あり       ・今年度ＲＬＩの案内あり 

・地区新会員ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ案内あり 

 

【 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(事前ＭＵ２名)      １９名 

          出席義務免除者             ８名                                                                   

            計                   ２７名 

出席率    27/32   =  ８４．３８％ 

第1022回例会（7/25）訂正出席率 ８１．25％ 

◎ニコニコＢＯＸ      ＳＡＡ・親睦委員会 菊池  敏  

  

  ガバナー補佐千葉孝良様・グループ幹事田村重己様   

          クラブ協議会よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

岡山西南RC   富士見での2日間、大松さん海野さん 

椎原裕二様   出席の皆様楽しい2日間ありがとうござ         

いました。感謝デス。またゴルフでも楽し 

ませてもらってありがとうデス。今日は 

残念ながら出席できません、８月いっぱ 

いまで岡山です。          

 

  澄川 昇・荒瀧義機・遠藤二郎・大松誠二・萩生田政由 

伊澤ケイ子・菊池 敏・宮本 誠・中谷綋子・津守弘範 

海野榮一     ガバナー補佐・グループ幹事、本日は 

ようこそいらっしゃいました。 

よろしくお願い致します。 

 

足立潤三郎   ガバナー補佐千葉様 グループ幹事 

            田村様ようこそお越しいただきました。 

            富士見高原ゴルフコンペ＆長野・山梨 

            バス観光ご一行様、お疲れ様でした。   

  小泉  博    千葉ガバナー補佐 田村グループ幹事 

            ようこそいらっしゃいました。よろしくお 

願いします。富士見参加できず残念でした。

おみやげありがとう。     

 村上  久     ガバナー補佐ようこそ。 

            村田亮太 金をめざせ 東洋大OBより 

 入沢 修自    クラブ協議会どのようなものか勉強。 

   

 関岡 俊二    アンコール小児病院支援によろしく。 

 齋藤 誠壽    先日の富士見ロータリーの旅行はとて 

も楽しかったです。 

 堤 香苗     お客様ようこそ。本日無事に会社の13回目の

創立記念日をむかえられます。 

            これも皆様のおかげです。 

     

本日の合計￥ ４０，０００ （累計￥１４８，０００） 

◎その他委員会 

  ☆富士見ＲＣとの友好関係維持プロジェクトについて 

                      実施委員長 伊澤ケイ子 

   8月 5・6の 2日間、ｺﾞﾙﾌ同好会の企画に便乗して富士見高

原方面に行きました。ｺﾞﾙﾌ組と観光組、合計 18 名参加の盛

況で、富士見RCからｺﾞﾙﾌ4名の参加、富士見RC会員経営

の料亭での懇親会には先方より店主を含め 1１名の参加を

得て盛り上りました。当ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄは 5 年目ですが、今回、友

好関係が着実に確認できた想いです。 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
    
 

 
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 

                                                                                                                                                                   ２０１２．０８．０８． 第１０２４回例会  No.２３－０６  ２０１２．０８．２２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！ 
                 

 

 



☆多摩東ｸﾞﾙｰﾌﾟ野球・ｺﾞﾙﾌ幹事会報告 

ｺﾞﾙﾌ同好会部長 小泉  博 

   7月10日、多摩東ｸﾞﾙｰﾌﾟ野球･ｺﾞﾙﾌ幹事会があった。第1回

親睦ｺﾞﾙﾌ大会は団体戦で10月16日、第2回は来年4月

26日に個人戦として予定。親睦野球大会は9月6日に府中

市健康センターで開催です。 

☆福島の子どもサポートプロジェクト報告   堤 香苗会員 

  先週募金をお願いした件、多摩ｸﾞﾘｰﾝ RCとしては20,300 

円を振込みました。第１弾ｷｬﾝﾌﾟは先週末に実施、第2弾 

は13日からの予定。まとめて２０日以降に報告します。 

☆ロタキッド夏季合宿     ロタキッド副委員長 宮本  誠 

  20・21・22 日、八ヶ岳少年自然の家で合宿をします。先日の富

士見RCとのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄで歩いた辺りをﾊｲｷﾝｸﾞ等しながらも、ﾊｰ

ﾄﾞな合唱合宿です。富士見 RC の方が覗いてくれる話もあり、

張切っています。おやつ代など応援を宜しく。 

  30200円ご協力頂きました。大変ありがとうございます。 

【クラブ協議会】   司会 幹事 荒瀧 義機 

◎開会                       会長 澄川  昇 

☆協議進行          プロジェクト統括委員長 萩生田政由 

  本年度は企画会議で提案された案から、継続を含め7ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ

ﾄが選択され、立案委員会により実施の大筋が立案され理事

会決定されています。本日はそのうちの１つ「ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ小児病

院支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」がﾃｰﾏです。 

＊これまでの経過と本年の方針説明 

本プロジェクト実施委員長  関岡 俊二 

   ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのきっかけは、前々年度の卓話。曹洞宗の関係筋

より卓話者の紹介をして頂きました。赤尾和美さんというｶﾝ

ﾎﾞｼﾞｱのｱﾝｺｰﾙ小児病院の看護士でした。庶民の生活の貧

困と惨状、病院の困難な実状など聴きましたが、そんな中で

の自身の奉仕ぶりについては、何の苦労の気配もなく、むし

ろ楽しんでおられるかの如くで感動的でした。彼女は、赤尾

会員の姪御さんでもあります。そんな経緯から昨年度このﾌﾟ

ﾛｼﾞｪｸﾄが始まり、支援窓口であるＮＰＯ法人「ﾌﾚﾝｽﾞ・ｳｨｻﾞｳﾄ・

ｱ･ﾎﾞｰﾀﾞｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ」と代表者でもある赤尾さんに直接会って、

いろいろ相談しました。高額な医療器械、気候条件や技術環

境に合わない機器、単なる金銭支援では消費されてしまう

等々の話の結果、子供たち自身への贈物として遊具を贈る

ことになり、20点の遊具を贈りました。そして感謝の手紙と、

このように子供たちの笑顔が送られて来ました（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰに

より紹介）。いずれ遊具の修復・補充等の必要が生ずるとし

ても当面は同様の活動は控え、我々個々人が「ﾌﾚﾝｽﾞ・ｳｨｻﾞ

ｳﾄ・ｱ・ﾎﾞｰﾀﾞｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ」の会員になることで支援活動とする、

クラブとしては個人会員を募るキャンペーンをもって奉仕活

動とするというのが本年度の方針。正会員が年に1口12000

円、賛助会員6000円。6000円で入院患者と家族の食事が1

週間賄える、又は3人の子供の治療が出来ます。病院を設

立したのは井津建郎という日本人ｶﾒﾗﾏﾝです。ｱﾝｺｰﾙﾜｯﾄ等

の写真で有名な方で、仕事で恩恵を受けているｶﾝﾎﾞｼﾞｱに恩

返し、の気持で活動をされたのです。以上を踏まえ今年度の

プロジェクト実施について、質問や意見をお願いします。 

 ＊齋藤会員： 会員を募るのは良い方法と考えるが、現地には

多種多様な疾病の発生があり、それを抑制するような活動

もあり得る。重要なことは、現地の真のニーズを確認するこ

とで、実際に現地に赴いて、この目で見るということ、委員

長にはそのような音頭とりもお願いしたい。 

 ＊関岡委員長：確かにニーズの把握が重要で、ツアーを企画

して現地視察も可能かと考える。齋藤会員には仕事柄、義

肢義足製作の指導員派遣の意向なども頂いている。 

 ＊海野会員：現地のニーズと我々に出来ることのギャップを感

じている。現地の真のニーズは、ある程度大掛かりな医療

装置であったりするが我々には財政的限度もあり、昨年は

遊具の寄贈程度となった。ﾌﾚﾝｽﾞ・ｳｨｻﾞｳﾄ・ｱ・ﾎﾞｰﾀﾞｰとの、よ

り緊密な関係の中での可能性は如何か？ 

このＮＰＯ法人ついて、もう少し知りたい所です。 

 ＊関岡委員長：会員にはﾆｭｰｽﾚﾀｰが届き、現地の様子が判り

ます。正会員は総会出席できるとか、どんどん情報が入っ

てきます。是非会員になって下さい。設立の経緯は先ほど

説明した通りです。 

 ＊宮本会員：会員が、それを続け易い仕組の工夫も欲しい。

月々少々の自動振替の約束をする口座をｸﾗﾌﾞとして設置す

るとか。知らぬ間に溜まって、纏めてｸﾗﾌﾞ名で寄付する。意

識としては個人だが、先方にはｸﾗﾌﾞとして認識される。それ

もﾛｰﾀﾘｰの広報として相応しいことである。 

 ＊委員長：今後委員会として検討できると思います。 

◎ガバナー補佐ご挨拶・講評    千葉孝良ガバナー補佐 

  ガバナー補佐としてグループ１０クラブの活動計画書をつぶ

さに見ましたが、当クラブの手法は大変ユニークで好いと思

います。それは、立案委員会なるものがあって機能している

こと、他のクラブにはないものです。今日のテーマは、そこで

検討され提起されたものであるとのこと。このような活動で、

重要なことは齋藤会員の意見の通り、現地のニーズを如何

に捉えるかという事です。昨年の大震災においても現地のニ

ーズは刻々と変化しました。又こういうプロジェクトは必ずし

も単独でなくグループ全体に呼びかけるとか、マッチンググ

ラントを活用するなども如何でしょうか。マッチンググラントも

以前よりかなり楽になりました。次年度からは「ロータリーの

夢計画」でグローバル補助金という制度に変ります。是非チ

ャレンジして長続きさせ実効をあげて頂きたい。活動計画書

で感じたことがもう一つあります。それは直前会長が前年度

活動の総括をやっておられることです。これはプロジェクトの

継続ということを検討する際に、重要なことである思います。

先ほどの立案委員会同様、グループ内で初めて見ることで、

大変良いやりかただと思います。話は変りますが、富士見と

お聴きして大変懐かしく感じています。というのは富士見に

は中学時代の恩師が住んでおられて、入笠山にも何度も登

っています。小学校で合宿して八ヶ岳縦走したこともあります。

懐かしいところです。 

◎田村 重己グループ幹事 ご挨拶 

  狛江ロータリーの田村と申します。１年間ガバナー補佐を 

扶けてグループのために頑張りますので、宜しくお願い 

致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎協議会閉会とお礼と点鐘            会長 澄川  昇 

  ガバナー補佐・グループ幹事、大変ありがとうございました。

ガバナー補佐の講評では、当クラブがいち早くＣＬＰを取り入

れたことによって、特別な印象を得ていただいたものと、嬉し

く思いました。 

  （今週の担当： 宮本  誠） 


