
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                               
 
 
 

 

 

  

 

 ２０１２～１３年度国際ロータリー２７５０地区 

   地区大会 (第１０４８回例会振替) 

   日時 ： ２０１３年２月２２日(金) 

   場所 ： ザ・プリンス パークタワー東京 

     

 

≪本会議≫ 

◎開会点鐘        ガバナー 佐久間 崇源 

◎地区内クラブ紹介                              

                                            

◎ガバナー佐久間崇源様挨拶 

田中作次ＲＩ会長のテーマ「奉仕を通じて平和を」のもと、ロ

ータリーの連帯を確認し、世界平和のために力を尽くした

い。奉仕活動をする事によって、真に「ロータリーを楽しも

う」、大きく親睦の輪を広げよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（小粥ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ、舟木ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ、佐久間ｶﾞﾊﾞﾅｰ） 

 

◎ＲＩ会長代理小沢一彦様挨拶  

発展途上国において、ロータリー財団の資金が大変重要

である。また、第２７５０

地区にあるＩＣＵ（国際

キリスト教大学）世界平

和フェロー教育は紛争

の平和解決に大きい役

割を果たしている、是

非支持をお願いした

い。 

 

昼食 

   

 

 

 

 

 

 

            

◎記念公演 由紀さおり・安田祥子コンサート  

 歌の最後は＜ふるさと＞、会場の皆、そろって口ずさみ、

しみじみ心にふれた、ひと時でした。 

  記念講演 ｢これからの日米関係 ｣   

ハドソン研究所首席研究員 日高義樹氏           

 これからの国際問題は日米連携が重要だ。中国、米国、

ＥＵ，いずれも問題が山積している。１０年後、期待できる

国はどこか？それは日本しかない！！ 

◎大会決議採択    

１１決議採択（プログラム参照） 

 

◎閉会点鐘 

≪懇親会≫ 

ザ・プリンス パークタワー東京 「ボールルーム」 

 

＊＊＊ 友愛の広場展示 ＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 委員会報告 】 

 

◎出席報告                出席奨励委員会   

会員総数                      34名 

出席義務者数                   25名 

出席義務免除者                9名 

出席者数 出席義務者（ MU含む）    17名 

出席義務免除者                5名                             

計                     22名 

出席率    22/30  =  ７３．３３％ 

第10４６回例会（12/6）訂正出席率 ９３．５５％ 

（今週の担当： 大松 誠二） 

   

 

 

                                                                                                                                                                   
    
 

 
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 

                                                                                                                                                                   ２０１３．０２．２２． 第１０４８回例会  No.２３－３０ ２０１３．０３．０６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！ 
                 

 

 



≪２０１３・２・２７第１０４９例会 NO.２３-３１≫ 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員会 菊池  敏 

◎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 

 第２５回「TAMA人形げきまつり」実行委員長   

浅井智映子様 

◎会務報告                  会長 澄川  昇 

本日の会務報告は御座いません。 

◎スポンサーピンの授与          会長 澄川  昇 

新会員 峰岸 

千尋会員の紹介

者に地区増強委

員会より「会員

増強賞 スポン

サーピン」を贈

呈します。 

 

伊藤 英也会員、 津守 弘範会員 

◎幹事報告                 幹事 荒瀧 義機 

回覧：①ロータリー囲碁同好会「第１４回国際囲碁大会」の 

ご案内 

②多摩稲城防犯協会創立２５周年記念誌広告協賛のお礼 

③多摩ロータリー第８回多摩市中学生俳句大会作品集 

④多摩市社会福祉協議会共同募金運動へのご協力の 

お礼 

来週３月６日（水）の例会、会場は４Ｆアポロに変更になり 

ます。 

他クラブ例会変更： 東京稲城ロータリークラブ 

 

◎次年度会務報告         会長ｴﾚｸﾄ 萩生田政由 

①２月１３日第３回の被選理事会を開催 

次年度活動計画書の取りまとめ編集を今年度も宮本会

員にお願いすることと致しました。 

②３月８日第１回被選クラブ関連委員会会議を開催 

 各委員長さん是非出席宜しくお願い致します。 

 

◎「ＴＡＭＡ人形げきまつり」のご案内     浅井智映子 

本日はこのような席にお招きいただき、ありがとうござい

ます。私は「ＴＡＭＡ人形げき」まつり実行会と言うところか

らまいりました。ご案内説明をさせていただきます。 

２５年前に公民館の呼びかけで第１回の「人形げき」をコミ

ニゥティ館（今はない）で開いたそうです。現在は関戸公民

館で開催されています。現在のプログラムは、まつり要素

を充分に取り込んだ立派なものになっております。「人形

げき」は もちろんのこと、マスクプレイ(かぶりものをして

演じる)、朗続げき、かみしばい、ギャラリー展のようなこと

もさせて頂いております。 

４年前までは多摩市主催でしたが、財政難と言うことで現

在はプログラム広告、フリーマーケット等で費用を捻出し

ながら苦しい財源で自主運営をやっております。また一方

で無料と言うことにも拘っております。２５年の間、たくさん

の人達が関わって下さっていることに感謝をしながら、こ

れからも続けていきたいと思います。どうぞご協力よろしく

お願い致します。有難うございました。 

 

【 委員会報告 】 

◎出席報告        出席奨励委員会 吉沢 洋景 

 

会員総数                      34名 

出席義務者数                   25名 

出席義務免除者                9名 

出席者数 出席義務者              15名 

出席義務免除者                7名                             

計                     22名 

出席率   22/32  =  ６８．７５％ 

第10４７回例会（２/13）訂正出席率 ８７．１０％ 

◎ニコニコＢＯＸ     ＳＡＡ・親睦委員会  田崎 博実 

澄川  昇  浅井さんいらっしゃいませ。 

荒瀧 義機  浅井智映子様ようこそいらっしゃい 

ました。 ご案内よろしくお願いします。 

足立潤三郎  誕生日祝をいただけるそうで。  

遠藤 二郎  浅井様ようこそいらっしゃいました。  

萩生田政由  地区大会に週出席された会員の皆様 

         大変な一日でしたね。 

伊澤ケイ子  いつまでも寒いですね。 

菊池  敏   人形げきのお話し楽しみにしており 

ます。 

宮村  宏   浅井様卓話楽しみです。 

齋藤 誠壽  お客様ようこそお越し下さいました。 

         お誕生日の皆様おめでとうございます。 

田﨑 博実  本日はカゼ気味ですが、必ず完治し 

ます。 

海野 榮一  春近し・・・・・・の様ですね♪ 

津守 弘範  浅井さん人形げきまつりの卓話楽しみ 

           です。 

本日の合計￥１６,０００ （累計￥６５５,３９９ ） 

 

★懇 親 会★        

◎２月誕生日祝い             SAA・親睦委員会 

  足立潤三郎会員、中谷 綋子会員、柴崎 信洋会員 

  伊藤 康子様 、 中谷晃一郎様、 三田 勇 様 

  海野 幸江様 

    ♪♬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎点鐘                 会長 澄川  昇 

  （今週の担当： 足立潤三郎） 


