
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                               
 
 
 

 

 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員会 堤 香苗 

 

◎点鐘                     会長 澄川  昇 

                                            

◎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 澄川  昇 

  東京稲城RC                 山本 英司様 

  堤会員ご家族                 ジュンペイ君 

 

◎会務報告                  会長 澄川  昇 

本日開催の第5回臨時理事会の決議事項を発表します 

・９月１２日の例会を移動例会とし、立川防災館の見学を実

施.致します。詳細は配布資料をご覧下さい。 

・今年度奉仕プロジェクトの「蛍再生実行委員会」の計画と

費用について承認を致しました。 

・三田会員のご母堂様が逝去され、慶弔規程に従い、クラ

ブより弔意をお伝えしました。 

 

◎幹事報告                 幹事  荒瀧 義機 

・配布物：東京消防庁立川都民防災教育委員会 教育セン

ター見学会のご案内 

・回覧：①ハイライトよねやま149号２０１２年～１３年度 

ＧＳＥ(研究グループ交換)派遣候補生ご推薦の 

お願い 

②ロータリー財団の「未来の夢ハンドブック」 

他クラブ例会変更：東京多摩ロータリークラブ 

           （詳細は事務局まで） 

 

◎東京稲城RC 山本 英司様ご挨拶 

今年も「国際ソロプチミスト稲城」主催のチャリティーゴルフ

大会が 11 月 2 日(金)に行われます。是非、例年通り多数

のご参加の程宜しくお願い致します。なを、残暑厳しい折

ですから健康に留意されまして、熱中症に気をつけて、健

康寿命を全うして頂きたいと思います。 

（ご案内の書類はゴルフ同好会にてお預かり致しました、

おって皆様にお知らせいたします） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ご挨拶                    三田みよ子会員 

先日、熱中症からの肺炎で母が９０歳で亡くなりました、大

往生だと思います。今回、改めて家族に絆を感じました。 

クラブからのお心使いに御礼申し上げます。 

 

【 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         ６名                                                  

              計                ２４名 

出席率    24/30   = ８０．００％ 

第1023回例会（8/1）訂正出席率 ８３．３３％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ       ＳＡＡ・親睦委員会 大石 哲司  

 山本英司様  本日はお世話になります。毎年無理な 

           お願い申し訳ございません。 

澄川  昇    山本さんようこそいらっしゃいました。 

           田﨑さんイニシエーションよろしく。 

 荒瀧 義機   山本さんようこそ 田﨑さんイニシエー 

ション よろしくお願いします。 

 萩生田政由   田﨑博実会員卓話楽しみにしています。 

 足立潤三郎   山本英司様ようこそ 田﨑さんイニシ 

エーション楽しみです。 

 伊藤 英也   山本様ようこそ 田﨑さんイニシエー 

ション 楽しみです。 

 伊澤ケイ子   山本様ようこそ。田﨑会員卓話楽しみ     

           です。 

 菊池  敏   お客様ようこそ！ 

 小泉  博   お客様ようこそ楽しんで下さい。 

           田﨑さんスピーチ楽しみです よろしく 

           お願します。 

宮村  宏   田﨑さん本日卓話楽しみです。 

村上  久   田﨑会員のイニシエーションスピーチ 

           楽しみです。 

 中谷 綋子   田﨑さんイニシエーション楽しみです。 

  

 

 

                                                                                                                                                                   
    
 

 
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 

                                                                                                                                                                   ２０１２．０８．２２． 第１０２５回例会  No.２３－０７  ２０１２．０８．３０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！ 
                 

 

 



関岡 俊二  田﨑さんイニシエーションスピーチ 

         楽しみにしています。 

齋藤 誠壽  田﨑さん卓話楽しみにしております。 

海野 榮一  田﨑さんイニシエーションスピーチ 

         楽しみです。 

         それにしても暑いですね。  

本日の合計￥ ２３，０００ （累計￥１７１，０００） 

 

◎その他委員会 

 ★奉仕プロジェクト関連委員会   

統括委員長 萩生田政由 

 今月中に各奉仕ＰＪ実施委員長より、活動計画・予算書を

提出して頂くようお願いしておりますが、立案委員会のメ

ンバーに参加して頂いて実施会議を開いて下さい。 

また、今年度これから行うＰＪの実施について、企画会議

の開催が必要な時は早めに申し出て下さい。 
 

 ★多摩市美化推進協議会          委員 大松 誠二 

多摩市美化キャンペーンが開催されます、昨年までは「マ

ナーアップキャンペーン」として実施していたものです、皆

さん大勢のご参加お願いします。 
日程は後記の通りです、参加可能な方は事務局か大松会員

までご連絡お願いします。 

9月13日（木） １６：００～１７：００  桜ヶ丘駅周辺 

9月20日（木） １６：００～１７：００  永山駅周辺 

9月２７日（木） １６：００～１７：００  唐木田駅周辺 

10月1日（月） １６：００～１７：００  多摩センター駅周辺 
 

 ★ゴルフ同好会                部長 小泉  博 

第1回東グループ親睦ゴルフ大会が開催されます、ゴル

フ同好会の方で参加者の取りまとめをさせて頂きますの

で皆さんふるってご参加下さい。 

開催日 平成24年10月16日(火) 相模湖カントリークラ

ブ 各クラブ 4人（団体戦） 会費各クラブ 24.000円(クラブ

より拠出) プレー費14.500円 食事別但しドリンク付 

 
◎８月誕生日祝い              SAA・親睦委員会 

  
海野 榮一会員  遠藤 秀子様  小坂 勝子様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎イニシエーションスピーチ        田﨑 博実会員   

私は、弁護士会の多摩支部で、法律相談委員会、倒産法

委員会、犯罪被害者委員会と3つの仕事をかけもちしてお

ります。そのうち、多摩支部の法律相談委員会で弁護士の

業務拡大を中心に検討する部会が今年できまして、その

部会長をやりなさいと命じられてしまったのです。これは、

弁護士全体の仕事内容

を方々に宣伝して、社会

全体に弁護士の必要性

を訴えていかねばなりま

せん。どうしても弁護士

以外の方々の協力を求

めていかなければいけ

ない、難しい仕事になる

のです。ただ、ここで僕

にとって幸いだったのは、小泉さんにロータリークラブに

誘って頂いたということです。僕が、今、一番知りたいのは、

弁護士は外部からどのように見られているのだろうという

ことです。そういう中で、ロータリークラブに誘っていただ

いて、いろいろな業種や地位の方の意見を伺う機会をい

ただいて、本当にありがたく思っております。 

今、弁護士会内で、いちばんホットな業務拡大のテーマは

中小企業の支援です。中小企業は、個人とはくらべものに

ならないほど、大きな取引をしているわけで、倒産などし

ようものなら、それは個人破産の比にならないほど重大な

影響を社会に与えます。１０人ぐらい従業員を雇うようにな

れば、弁護士と顧問契約を結ぶことを考えて頂きたい。事

業者が法令を無視して活動すると、社会的な影響が大き

いのです。そのような事態を防ぐのが顧問契約で、法律の

専門家と顧問契約をすることは事業者の社会的責任だと

思っています。 

これからの弁護士は、もっと、顧問契約の内容を、見直し

ていかなくてはならないのでしょうね。顧問契約をして、何

をすれば、コンプライアンスが維持できるのか、それを真

剣に考えるべきでしょう。多摩支部の行革部会の部会長に

ならされた私としては、顧問契約の必要性を世間に訴えて

いく一方で、弁護士向けに顧問業務の内容を改革してい

かなければならない、と、こうなるのです。私は責任を持っ

て、弁護士の顧問契約の内容をブラッシュアップしていき

たいと思います。そこで、皆様にお願いしたいのは、是非

とも、弁護士との顧問契約というものを利用していただき

たい、そして、弁護士に対してこういうことをしてほしいとい

うものがあれば、積極的に私に言って頂きたく思います。

内容が、弁護士全体にかかわることであれば、弁護士会

多摩支部全体で議論に上らせることもできます。是非とも、

お願いしたいのです。 

また来年９月１５日、中小企業向けの無料法律相談会を行

います。場所は、立川の弁護士会多摩支部です。私は、こ

の無料法律相談会の幹事をやっており、何としてでもでき

るだけ多くの相談を集めて成功させたいと思っています。

多くの皆様に声を掛けて下さい。 

いろいろと仕事を掛け持ちしている立場で、時間的な制約

もあります。それでも、ロータリークラブの活動もできるだ

け積極的に行いたいと思っています。今後とも、よろしくお

願いします。 

＊＊ユニークな語り口で素晴らしいスピーチ、済みません

が相当省略させて頂きました、ロータリーの寛容の精神で

ご容赦下さい＊＊ 
◎お礼と点鐘                  会長 澄川  昇 

  （今週の担当： 小泉  博） 


