
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                               
 
 
 

 

 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員会 中谷 綋子 

◎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 

 多摩東グループガバナー補佐        千葉 孝良様 

 多摩東グループグループ幹事        田村 重己様 

 東京世田谷ロータリークラブ         別紙 壮一様 

 

◎会務報告・幹事報告           会長 澄川  昇 

◇6月 5日に開催致しました、第 17回の定例理事会の決

議事項をお知らせいたします。 

・第1号議案 富士見ＲＣ40周年参加決算報告の承認 

・第2号議案 親睦旅行の決算報告の承認 

・第３号議案 別紙の通り会員候補２名を承認しました。 

・第4号議案 親睦委員長からの申請により、杉田元会員 

の例会ＢＧＭ用ＣＤの提供に対して、クラブ

からの感謝状贈呈と、最終例会へのご招

待について承認致しました。 

・本日の配布物 

①ロータリーの友6月号 

②ロータリー財団と米山奨学金寄付の更なるお願い 

・回覧として 3点 

①ＩＭの決算報告   

②富士見ＲＣ40周年の礼状 

③最終例会の出欠表 

 

◎次年度会務報告        会長エレクト 萩生田政由 

 

１） 次年度奉仕ＰＪとして提案されました全案件を被選理

事会で取捨選択し、以下3件を承認し骨格案を立案委

員会に設計依頼致しました。 

①障がい者テニススクールを実施する 

②アジア・アフリカの子供達に絵本などを贈る 

③多摩市内の奉仕行事に積極参加する 

２） 2013年 6月7日に、次年度の第3回多摩東グループ

協議会が開催され、今後の予定等が発表されました。 

①多摩東グループ合同例会が2013年10月31日（木）

17：00より京王プラザホテル多摩にて開催されます。 

 

 

 

 

 

 

 

②多摩東グループ親睦ゴルフコンペが第1回 2013年10

月・第2回2014年4月頃の予定で開催されます 

なお、親睦野球大会は2013年9月頃の予定です 

③地区親睦ゴルフコンペが開催されますが、日時・場所は

未定です。当番クラブは多摩グリーンRC・たまがわRC・

調布むらさきRCとなっております。 

３）本日例会後、事務局において第 10 回被選理事会を開

催致します。役員、理事の方は出席をお願い致します。 

 

◎多摩東グループ千葉ガバナー補佐 ご挨拶  

 今年度、大変勉強になり、楽しく過ごせた事をご報告させ

て頂きます。東グループは輪番制がしっかりしていて、

仲のよいグループなので、あまり苦労した記憶はありま

せん。こちらのクラブにあるプロジェクト立案委員会は、

他に無い素晴らしい委員会だと感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎多摩東グループ田村グループ幹事ご挨拶 

 １年間皆様のご協力とご指導のもと無事に終える事が出

来ました。他クラブへ行かせて頂き、本当に勉強になり

ました、この経験を活かしていきたいと思います。 

 

【 委員会報告 】 

 

◎出席報告        出席奨励委員会 吉沢 洋景 

会員総数                      33名 

出席義務者数                   24名 

出席義務免除者                9名 

出席者数 出席義務者(事前ＭＵ2名含) 19名 

出席義務免除者                 8名  

           計                     27名 

出席率    27/32  =  ８４．３８％ 

第1060回例会（5/29）訂正出席率 ８４．３８％ 

 

 

 

                                                                                                                                                                   
    
 

 
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 

                                                                                                                                                                   ２０１３．０６．１２． 第１０６２回例会  No.２３－４４  ２０１３．０６．１９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！ 
                 

 

 



◎ニコニコＢＯＸ     ＳＡＡ・親睦委員会  三田みよ子 

 千葉孝良様    1年間、ありがとうございました。 

  田村重己様      

別紙壮一様  卓話｢大好きドラえもん｣一所懸命話し 

ます。お聴き下さい。 

澄川  昇   グループガバナー補佐、幹事様ようこそ 

           別紙様卓話楽しみです。 

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。別紙様たのしみです。 

           伊豆下田親睦ｔ移動例会お疲れさま 

でした。 

 大松 誠二   母親を身内だけで静かに送ることが 

できました。94才でした。 

皆様お心づかいありがとうございました。 

 遠藤 二郎  千葉ガバナー補佐 田村グループ幹事 

          一年間お疲れ様でした。お世話になり 

          ました。 

 遠藤 二郎  別紙様お忙しいところありがとうござい 

ます。卓話楽しみです。 

 萩生田政由  皆様お久しぶりです！ 

 伊澤ケイ子  千葉ガバナー補佐、田村グループ幹事 

1年間ご苦労様でした。 

別紙様卓話楽しみです。 

菊池  敏   千葉ガバナー補佐 田村グループ幹事 

         ようこそ！ 1年間ご苦労様でした！ 

三田みよ子  「ドラえもん」卓話楽しみにしています。 

          よろしくお願い致します。   

 宮本  誠   しばらく振りです。旅行のおみやげありが 

とうございました。 

 村上  久   別紙壮一様「大好きドラえもん」卓話楽し 

みです。 

ガバナー補佐千葉様 グループ幹事田村 

様ようこそおいで下さいました。 

中谷 綋子  ドラえもん卓話楽しみです。 

齋藤 誠壽  別紙様お話楽しみにしております。 

関岡 俊二  お客様ようこそ。 

津守 弘範  多摩東グループガバナー補佐千葉さん 

         幹事の田村さん、世田谷ロータリー別紙 

         さん ようこそ。 

海野 榮一  千葉ガバナー補佐、田村グループ幹事 

1年間ご苦労様でした。 

別紙様ようこそいらっしゃいました。 

本日の合計￥４７,４２６（累計￥８８５，８５８ ） 

6月2日～3日の親睦旅行の残金￥4,426がニコニコへ 

 

◎その他委員会 

 ★募金活動委員会           委員長 中谷 綋子 

今期も残すところ２回です。募金をお忘れになっている

方がいらしたらお願い致します。 

 

◎卓話者紹介      プログラム副委員長 遠藤 二郎 

別紙さんは香川県高松市のご出身。1974年4月「ドラえ

もん」テレビ放映開始以降26年間プロデューサーとして

活躍。東京世田谷ＲＣのロータリアンでもあられます。 

◎卓話 「 大好きドラえもん 」        

 元プロデュサー 別紙壮一様 

 

小学校３年生だった、戦後間

もない娯楽の少ない時代の

唯一の楽しみは学校で連れ

て行ってくれた映画教室。ウ

ォルトディズニーの総天然色

長編アニメーション映画『白雪

姫』。そのとき、初めてカラー

映画をみて感動し、漫画映画

を制作することに。40 数年間

たくさんのアニメをつくってきた中でも、『ドラえもん』に出

会えたのはとても幸運でした。 

主人公は、勉強が大嫌いでスポーツもからっきしダメとい

う、どうしようない男の子『野比のび太君』。そこへ、２２世

紀から猫型ロボットのドラえもんがタイムマシーンでやって

きて、不思議な秘密道具を使ってのび太君を手助けします。

そこで巻き起こるドタバタホームギャグ漫画、それが『ドラ

えもん』です。原作は藤子・Ｆ・不二雄。日本を代表する児

童漫画家です。 

1970年、小学館の学習雑誌

に連載が始まり４５巻にまと

められた単行本は現在２億

部を超えました。アニメ制作

本数は 2500 本、今年で３４

年目の長寿番組。テレビだ

けにとどまらず長編アニメ

映画にもなり、毎年春休みには全国で上映され、今年で３

２作目となり国民的人気者となりました。『ドラえもん』は、

のび太の成長物語であり、ドラえもんとの友情物語です。

そこに人気の秘密があるのだと思います。そんな『ドラえ

もん』が、大好きなんです！ 

『ドラえもん募金』では、社会奉仕に一役買っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊ユーモアあり、驚きあり、ドラえもんに 10 回電話を…

では涙が…、本当に感動の卓話をありがとうございました、

又、たくさんのお土産も頂き感謝です＊＊ 

 

 

 

◎お礼と点鐘                 会長 澄川  昇 

  （今週の担当： 小泉  博） 


