
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                               
 
 
 

 

 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員会 大石 哲司  

◎点鐘                     会長 澄川  昇                                           

◎国歌斉唱「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 

 地区ロータリー財団委員長          鈴木 義明様 

 特別代表                     由井 重光様 

 岡山西南RC                   椎原 裕二様 

◎会務報告                  会長 澄川  昇 

津守会員紹介の新入会員推薦状が理事会承認されて

おります。 

◎幹事報告                 幹事  荒瀧 義機 

配布  ロータリーの友９月号 

回覧  ガバナー月信９月号 

「第１１回ロータリー全国囲碁大会」のご案内 

     日時 １０月２０日（土） 

     会場 日本棋院会館（東京・市谷）１階 

     登録料 ￥７，０００    詳細は事務局へ 

◎特別代表ご挨拶                由井 重光様 

 

今日はこちらのクラブの創

立２２回目の記念日で御

座います。誠におめでとう

ございます。 

毎年毎年こうして創立の

日をお祝いできると言うこ

とは、素晴らしいことで敬

意を表したいと思います。 

創立記念日の場所は、この隣のパルテノンの小ホールで

やりました。創立会員の皆さんの眼差しが今でも記憶に残

っております。当時の会員で今こちらにおられる方が宮本

さん・足立さん・大松さん・遠藤さん・菊池さん・津守さん・海

野さん・吉沢さん・今日欠席ですけれども赤尾さん・萩生田

さん以上１０名の方なんです。特に思い出すことは、創立

の皆さんがクラブが出来てから何年も何年もロータリーの

ことを勉強して良いクラブを作ろうと思って、すごく努力し

て現在に至っていることなのです。創立５年目でも近隣ク

ラブが困った時、多摩グリーンに行ってみろや、勉強がで

きるぞと言う評判をいただいたんです。その形は今でも残 

 

 

 

 

 

 

 

っていると思います。そう言うことが薄れていかないように

皆さんで努力して､良いクラブに成ってほしいと思っていま

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％ 

第1025回例会（8/22）訂正出席率 80．00％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ      ＳＡＡ・親睦委員会 杉山 真一 

 由井重光様  第22回創立記念例会を祝して。 

 澄川  昇   鈴木様本日は宜しくお願い致します。 

          由井様ご列席ありがとうございます。 

 荒瀧 義機  由井様 鈴木委員長様ようこそ。 

          よろしくお願い致します。 

 足立潤三郎  創立22周年記念例会おめでとうござ 

います。  

 遠藤 二郎  由井特別代表 ロータりー財団委員長 

          ようこそいらっしゃいました。本日は 

          宜しくお願い致します。 

 萩生田政由  ロータリー財団委員長 鈴木義明様 

          本日の卓話よろしくお願い致します。 

 伊澤ケイ子  由井特別代表ようこそ。 

          ロータリー財団委員長 鈴木様宜しく 

お願い致します。 

 菊池  敏   創立22年記念日に由井特別と共に！ 

          ロータリー財団委員長卓話よろしくお願い 

          します。 

 小泉  博   R財団委員長本日はおてやわらかにお願 

           します。お客様ようこそ。 

 三田みよ子  暑いですね早く秋になって欲しい～。 

 宮村  宏   ロータリー財団委員長ようこそ 

          由井特別代表お久しぶりです。 

 

 

 

                                                                                                                                                                   
    
 

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 

                                                                                                                                                                   ２０１２．０９．０５． 第１０２７回例会  No.２３－０９  ２０１２．０９．１９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！ 
                 

 

 



村上  久  由井特別代表ようこそおいで下さい 

ました。  

 中谷 綋子  ロータリー財団委員長 鈴木様卓話 

          よろしくお願いいたします。 

齋藤 誠壽  ロータリー財団委員長様卓話よろしく 

          お願い致します。 

関岡 俊二  国枝選手齋田選手、土田選手パラリン 

ピック、メダル期待します。 

 津守 弘範  創立22年を祝して。 

 海野 榮一  クラブ創立22周年例会おめでとう 

ございます。     

本日の合計￥ ２６，０００ （累計￥２２４，０４９） 
 

◎その他委員会 

★障がい者テニススクール     実行委員長 宮村  宏 

今年もやります！障がい者テニス教室 

日時  ９月２７日（木） １０：００～１５：００ 

場所 多摩市立一本杉テニスコート 雨天順延→１０月４日 

現在参加申し込み者１９名です。近所にテニスに興味をお

持ちの身体障がい者の方がおられたら誘ってください。 

★ロタキッド委員会            副委員長 宮本  誠  

報告が遅くなりましたが、先月２０・２１・２３日八ヶ岳少年自

然の家合宿に際し皆様から過分のご支援を頂きました。お

蔭さまで子供たち楽しく、張り切って合宿をすることが出来

ました。有難うございました。 金額￥４２，０５０円 

★ゴルフ同好会                 部長 小泉  博 

ソロプチミストチャリティーゴルフのご案内 

日時 １１月２日（金） 雨天決行  申込締切－９月２０日 

場所 よみうりゴルフ倶楽部  Ｔｅｌ ０４４-９６６-１１４１ 

多摩東グループ第１回親睦ゴルフコンペご案内 

  日時 １０月１６日（火）    申込締切－９月３０日 

場所 相模原カントリークラブ   藤の桜コース 

ＦＡＸ・メールで参加申込書を送ります宜しくお願いします。 

 

★SAA・親睦委員会             委員長 菊池  敏 

９月１２日防災館の見学（移動例会）は出発ＡＭ１０：３０分 

多摩消防署です。お忘れのないようにお願いします。 

 

◎卓話者紹介        プログラム副委員長 遠藤 二郎  

本日は創立２０周年記念日にあたり地区ロータリー財団委

員長鈴木義明様に「未来の夢計画」について卓話者として

来て頂きました。 

ロータリー歴２０年  所属クラブ東京武蔵国分寺ＲＣ  

２０年間のうちの１０年間は地区財団委員会に出向  

２０１１より地区財団委員長 

◎卓話 ｢未来の夢計画 ｣ 

           地区ロータリー財団委員長 鈴木 義明様 

本年度財団委員長を務めています、鈴木義明と申します。 

ご紹介の通り、武蔵国分寺ＲＣからの出向で御座います。 

昨年度、本年度、それから三年間、合計５年間財団委員長を

務めろというご指示で御座います。 

昨年度は復興の方にほとんど（半分）取られてしまいました。 

復興委員と事務連絡管理委員そしてＲ財団委員長と言う、二

つの委員会を担当しています。「未来夢計画」をお話しする前

に､実はこちらのクラブにはポリオの遠藤副委員長がおられ

て大変お世話になっております。遠藤副委員長と共にクラブ

の皆様に協力頂いていることを感謝申し上げます。 

【未来の夢計画とは・・・?】 

それでは「未来夢計画」

に入らせて頂きます。実

はあれも言いたい、これ

も言いたいで作った資

料が２５枚になりまし

た。 

２０１７年にロータリー財

団は１００周年を迎えま

す。この１００周年を迎

えるに当ってロータリー

財団をもう一度見直しを

行い、時代のニーズに合ったものに変えていこうと言うのが２

０１３－２０１４年度からスタートするロータリー財団の未来の

夢計画です。２０１０－２０１１年度より世界中で１００地区（試

験地区）が選ばれ、３年間のパイロット期間（試験期間）がス

タートしました。いよいよ２０１３－２０１４年度よりロータリー

財団の未来の夢計画が一斉にスタートすることになります。 

この未来の夢計画によって 

① 寄付は今までと変わりませんが、呼び名が「年次寄

付」から「年次基金」に 

② 地区補助金は新地区補助金となり、分配率と使用内容

が変り、地区で使用できる補助金は大幅に増えます。 

③ グローバル補助金が新設されます。（マッチンググラン

トは無くなる） 

④ 「ポリオ・プラス」と「ロータリー世界平和フェローシッ

プ」の２つのプログラムは変わりません。 

⑤ クラブの計画に対する、補助金申請、承認は、すべて

前年度に行います。 

と言うことで２０１２－２０１３年度はその計画年度として、大

変重要な位置にあります。 

 ＜各クラブにお願いすること＞ 

① ＭＯＵ（覚書）を地区との間で取り交わして頂きたい。 

② ＭＯＵを取り交わす前提として、地区が主催する「補助

金管理セミナー」に必ず出席して頂きます。 

③ ＭＯＵを取り交わすためにクラブ会長ノミニーを早目に

選任して頂きたい。 

④ 補助金を利用するプロジェクトを企画立案するために、

関係する委員長の内定を早めに行うことを推奨します。 

⑤ 地区ロータリー財団補助金委員会では、各グループの

担当者を配置し、クラブからのご相談等に対応させて頂

きます。 

 以上２５ページ分を一気にしゃべらせて頂きました。いよい

よスタートになります。未来の夢計画がスムースに移行で

きるように、我々一生けん命努力してまいりたいと思いま

す。 

未来の夢計画によって、ロータリー財団は私たち全てのク

ラブのための財団になります。 

ロータリー財団の補助金を活用し、より充実したプロジェク

トを行うために、いろいろな方法を考え計画、実行していき

ましょう。 

卓話後20分間の質疑応答あり。 

 

◎お礼と点鐘                 会長 澄川  昇 

  （今週の担当： 足立潤三郎） 


