
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                               
 
 
 

 

 

 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員会 足立潤三郎 

 

◎点鐘             会長 萩生田政由          

                                            

◎ロータリーソング 「我等の生業」 

           ソングリーダー 菊池  敏 

 

◎「四つのテスト」の唱和      

ＳＡＡ・親睦委員長 杉山 真一 

                  

 

◎お客様紹介          会長 萩生田政由 

 卓話講師 

一般社団法人『発達障がいﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ Marble』 

              代表理事 国沢真弓様 

◎会務報告           会長 萩生田政由 
・2013年規定審議会の案件に関するRI管理委員会と、

RI理事会の決定事項が届きましたので回覧します。 

・地区大会への全員参加をお願い致します、なを、本

日お配りしたバッジをつけてご参加お願い致しま

す。 

・例会後、定例理事会を開催致しますので役員・理事 

の方はご出席下さい。 

 

◎幹事報告           幹事 三田みよ子 

下記内容について報告がありました 

＜配布物＞ 会費請求書、Ｒの友１月号 

地区大会バッジ（2/２６・27お付け下さい） 

＜回  覧＞ガバナー月信１月号、財団NEWS、 

バギオ便り、福祉便り、地区大会のご案内 

＜他クラブ例会変更＞東京武蔵府中ＲＣ、東京三鷹ＲＣ 

          東京狛江ＲＣ 

※齋藤さんから、チョコレートのお土産頂きましたので、

後ほど皆さんにお配りいたします。（オーストリア・ニ

ューイヤーコンサート鑑賞のお土産です） 

 

◎次年度会務報告    会長エレクト 小田 泰機   

昨年12/25に開催した、第１回被選理事会の決定内容を 

ご報告致します。 

 

 

 

 

 

 

①被選理事会の開催日について、月の第２例会の後に

開催と決まりました。但し1月のみ、1/24(金)16：00から

開催となりますので、被選理事の方は、忘れずに出席

して下さい。 

②ガバナーの公式訪問について、多摩ＲＣと協議の上

決定します。基本的に合同開催で懇親会も行う方向で

進行中です。詳細は後日決定予定です。 

 ③地区からの要請で、入沢会員の地区Ｒ財団委員会ロー

タリー平和フェローシップ小委員会の委員就任を承認

しました。 

 

新会員入会式 
           会員増強委員長 齋藤 誠壽 

≪祝入会！ 小泉 克雄 君≫ 
Ⅰ 新会員紹介      推薦者 萩生田政由会員 

Ⅱ 入会証書・バッジ貸与並びに歓迎の辞 

                会長 萩生田政由 

Ⅲ 会員証・バナー授与     幹事 三田みよ子 

Ⅳ 「四つのテスト」、活動計画書、定款・細則、ロー 

タリーの手引「用語集」授与 

          Ｒ研修委員長 澄川  昇 

Ⅴ 所属委員会およびアドバイザー指名  

                会長 萩生田政由 

※所属委員会  ＳＡＡ・親睦委員会  

※アドバイザー 足立潤三郎会員、小泉 博会員 

Ⅵ 写真撮影  新会員・会長・幹事・アドバイザー 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   
    
 

 
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 萩生田政由 幹事 三田みよ子    
会報・記録委員長 大松誠二  副委員長 関岡俊二  
委員 片山哲也 小泉博 宮本誠 田崎博実 堤香苗 海野榮一 山田勍 

                                                                                                                                                                   ２０１４．０１．１５ 第１０８８回例会  No.２４－２５ ２０１４．０１．２２ 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 
        ２０１３～２０１４年度 

 

人と地域に寄り添う奉仕で、魅力的なクラブを！             

 

 



Ⅶ 新会員挨拶         小泉 克雄新会員 

  ご縁があって入会させて頂きました、萩生田会長と

は色々なところでお会いして、熱心なお誘いを頂き、

運命的な何かも感じ、入会をさせて頂きました。 

【 委員会報告 】 

◎出席報告      出席奨励委員会 津守 弘範 

 

会員総数              36名 

出席義務者数             27名 

出席義務免除者          9名 

出席者数 出席義務者       22名 

出席義務免除者          6名                                      

計               28名 

出席率    28/33 = 84.5 ％ 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員会 矢部 勝美    

 萩生田政由  小泉克雄様入会おめでとうございま 

        す。国沢真弓様卓話楽しみです 

        宜しくお願い致します。 

 三田みよ子  国沢様寒い中ようこそ 本日は卓話 

        宜しくお願い致します。 

        小泉様、ご入会おめでとうございます。 

 足立潤三郎  小泉克雄さん ご入会おめでとうご 

ざいます 楽しくやりましょう。 

 荒瀧 義機  萩生田年度後半になりました。 

        元気に行きましょう！ 

 伊澤ケイ子  小泉克雄様ご入会おめでとうござい 

ます。ロータリーを楽しみましょう。 

 菊池  敏  小泉様入会おめでとうございます。 

 小泉  博  小泉克雄さん入会おめでとうござい 

ます。おくればせながら皆様明けまし 

ておめでとうございます。 

 峰岸 千尋  小泉さん入会おめでとう。 

 峯岸  忠  小泉様入会おめでとうございます。 

        国沢さん卓話よろしくお願いします。 

 森本 由美  国沢さま、お忙しい中卓話よろしく 

        お願い致します。 

        小泉さま、入会おめでとうございます。 

 宮本  誠  小泉さんの御入会うれしいですね。 

 齋藤 誠壽  明日は足元が悪くなりそうです  

お気をつけて。 

 津守 弘範  小泉さん入会おめでとうございます。 

        卓話の国沢さんよろしく。 

堤  香苗  寒いですね。でも雪が降らなくて良か 

ったです。真弓さん、講話楽しみに 

しています。 

 海野 榮一  小泉克雄さん入会おめでとうござい 

ます。 

 矢部 勝美  久し振りの例会参加になってしまい 

ました。今年も宜しくお願い致します。 

小泉さん入会おめでとうございます。 

国沢さん卓話よろしくお願い致し 

ます。 

本日の合計￥２０,０００ （累計￥７０２，４４８） 

 

◎その他委員会 

★フィリピン台風義援金について 

募金活動委員長 堤 香苗 

１回目30000円、2回目13000円、クラブからもプラスをさ

せて頂きまして、合計50000円の募金を地区に送金させ

て頂きました。 

★ゴルフ同好会         部長 澄川  昇 

 3/26(水)開催予定していました、スクラッチ会は、東グル

ープのゴルフの開催がある為、3/11(火)に開催日の変

更となりました、場所は東京国際ＣＣです。 

 

◎卓話 『発達障がい者と共に生きるために』 

          Marble代表理事 国沢 真弓様 

～みんなちがって みんないい～ 

発達障がいというのは、生まれつ

きの障がいではあるが、見た目に

は障がいがわかりません。発達

障がいの方とふれて頂くことで、

今後街でそういう方を見かけたと

きに、見方が変わるきっかけにな

れば嬉しいと思います。発達障が

いとは、生まれつきの脳の機能の

障がいであり、原因が不明で基本的には一生治りません。

３歳前後に診断されることが多いです。「広汎性発達障が

い」というのが最もポピュラーな発達障がいの中のひとつで

あり、3つの特性があります。人と上手につきあえずコミュニ

ケーションがうまくとれない、想像力がとぼしい、強いこだ

わりがある、と言われているのですが、その現れ方は人に

よって全く異なります。ある特定のことに飛びぬけた才能を

示す場合などもあり、個性との区別がつき難いことも多いの

です。世の中

で天才とされ

ている人たち

には実は発達

障害の方が沢

山います。 

障がいのある

人もない人も、

まぜこぜの社

会になって欲

しいという思いで名づけたマーブル。やって行きたい事の

一番のメインは伝えること。どのように対応したらよいかとい

う対処法をおもしろおかしく楽しく伝えていく講演会活動を

やっています。そして家族を支えること、同じ仲間でありま

す発達障がいの家族を支えていきたい。企業の方、施設

の方が発達障がい者向けの商品の企画や、サービスの提

供の際のアドバイスのご協力、発達障がい児の居場所を作

ってあげたい。障がい児が参加するイベントの司会などを

やっていきたいと思っています。 

＊＊息子さんの素敵な絵と元気な写真もご紹介して 

頂きありがとうございました＊＊ 
◎お礼と点鐘           会長 萩生田政由 

      （今週の担当： 小泉  博） 


