
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                             
                                                                                                                                                            
                                                                                                                             

                                                                               
 
 
 

 

 

 

 

 

◎司会        ＳＡＡ・親睦委員会 峯岸 忠 

◎点鐘              会長 小田 泰機                                                     

◎ロータリーソング「奉仕の理想」 

            ソングリーダー 菊池  敏 

◎「四つのテスト」の唱和 

ＳＡＡ・親睦委員会 峯岸 忠                  

◎お客様紹介           会長 小田 泰機 

多摩東グループガバナー補佐      猿渡 昌盛様 

多摩東グループ    幹事      濃畑雄四郎様 

東京iシティーロータリークラブ会長  石井 正次様 

     〃         幹事  原  義彦様 

京王プラザホテル多摩総支配人     若林 克昌様 

◎会務報告            会長 小田 泰機 

１）別紙の会員候補者の会員資格を承認。異議ある場合は、

本日より７日以内に書面により理事会に申し立てること。 

２）細則第9条(b）に従い、定款第9条第3節（a）の出

席免除規定、「理事会の承認する条件と事情」とは「MU許

容期間を超える安静加療を要する傷病であるとき」とする。 

３）長期の病気療養などが見込まれる会員の療養期間中の

会費の一部または全部を支払免除可能とする細則の変更

について、その要否及び改正案を検討する細則改正委員会

を設置し、委員長に吉沢洋景会員を選んだ。 

４）小田会長、田崎幹事が東京多摩RCを表敬訪問した。 

◎幹事報告            幹事 田崎 博実 

配布：新会員候補のお知らせ 

創立25周年記念事業の趣意「多摩の環境自慢」 

第2750地区ﾛｰﾀｰｱｸﾄ広報誌「一致団結」 

回覧：財団室ﾆｭｰｽ 7月号、富士見RC会報､「ふくしだより」 

7月号､第64回社会を明るくする運動の案内 

他クラブ例会変更のお知らせ 

◎多摩東グループ    猿渡昌盛ガバナー補佐 ご挨拶 

皆様初めての方も多いのですが、このたび多摩東ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞ

ﾊﾞﾅｰ補佐を務めます猿渡昌盛でございます。多摩東ｸﾞﾙｰﾌﾟ

は、新しく聖蹟衛星RCが

できて5市に10のRCが

あります。職場と住まい

が近いという同じような

環境のｸﾞﾙｰﾌﾟですので、

楽しくﾛｰﾀﾘｰを過ごしていきましょう。小粥ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄが

急逝され、急遽坂本ｶﾞﾊﾞﾅｰが後を継がれた関係で、いろい

ろ滞ったこともありましたが、本日夕刻、第1回地区会長

幹事会開催の予定です。また小粥ｶﾞﾊﾞﾅｰの名前を付けた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「充実したﾛｰﾀﾘｰﾗｲﾌ賞（小粥賞）」ができることになりま

した。楽しいRﾗｲﾌを過ごして12月までに申請すれば、こ

の賞が頂けるそうです､皆様頑張って下さい。坂本ｶﾞﾊﾞﾅｰ

の意向を皆様と共に考えながら、良い会の運営に寄与でき

ればと思っております。宜しくお願い申し上げます。 

◎濃畑雄四郎グループ幹事          ご挨拶 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ幹事の濃畑雄四郎と申します。1 年間ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐を

支えて頑張ります。どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

◎東京iシティーＲＣ 石井正次会長     ご挨拶 

東京iｼﾃｲｰ RC会長の石井正次と申します。本日は1,111

回例会とのこと、好い日に参

加できて喜んでおります。私

共は4年目で118回目です。

会員数は22名、25名を目指

して頑張っています｡ 

◎東京iシティーＲＣ 原 義彦幹事     ご挨拶 

東京iシティーRC幹事の原でございます。多摩グリーンさ

んの例会は初めての参加で、華やかな雰囲気に凄いなーと

いう感想です。我々のクラブは4年目を迎え何とか軌道に

乗ってきたのかなーといったところです。ご指導よろしく

お願い致します。 

【 委員会報告 】 

◎出席報告      出席奨励委員会 菊池  敏   

会員総数              33名 

出席義務者数            25名 

出席義務免除者          8名 

出席者数 出席義務者            19名 

出席義務免除者           7名                                 

計              26名 

出席率    26/32=  81.25％ 

◎ニコニコＢＯＸ ＳＡＡ・親睦委員会 関岡 俊二 

 猿渡 昌盛様 本年一年間宜しくお願い致します。 

 濃畑雄四郎様 新年度の船出を、お祝い申し上げます。 

 石井 正次様 小田会長様、田崎幹事様就任おめでとう 

原  義彦様 ございます。宜しくお願い申し上げます。 

 小田 泰機  お客様ようこそ。 

 田﨑 博実  今週乗りきればなんとかなります。 

        それまではご容赦ください。 

 足立順三郎  ｸﾞﾙｰﾌﾟ補佐猿渡様、ｸﾞﾙｰﾌﾟ幹事濃畑様、

i ｼﾃｲｰ会長石井様、幹事原様ようこそ 

お越しいただきました。 
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会長 小田泰機 幹事 田崎博実    
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委員 足立潤三郎 伊澤ケイ子 小泉克雄 峯岸忠 宮本誠 海野榮一 

吉沢洋景 
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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 
        ２０１４～２０１５年度 

 

全員参加のロータリー活動を！             

 
 



荒瀧 義機  猿渡ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、濃畑ｸﾞﾙｰﾌﾟ幹事､ 

        石井会長、原幹事様 ようこそ。 

遠藤 二郎  猿渡ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、農畑ｸﾞﾙｰﾌﾟ幹事、 

I ｼﾃｲｰ石井会長 幹事ようこそ 

        1年間どうぞよろしくお願い致します。 

萩生田政由  多摩東ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐猿渡様､ｸﾞﾙｰﾌﾟ

幹事濃畑様、iｼﾃｲｰ RC会長 石井様、 

幹事原様ようこそいらっしゃいました。 

 伊澤ケイ子  多摩東ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐猿渡様 

        ｸﾞﾙｰﾌﾟ幹事濃畑様ようこそ。 

        1年間ご苦労さまです。 

 小泉  博  お客さまようこそ。 

 菊池  敏  猿渡ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 濃畑ｸﾞﾙｰﾌﾟ幹事、iｼﾃ

ｲｰ RC会長幹事ようこそ！ 

 峯岸  忠  お客様ようこそ 梅雨が続いていま 

        す。お体ご自愛下さいますように。 

 三田みよ子  お客様ようこそ 石井会長新年度 

        始まりましたね 頑張って下さい。 

 宮村  宏  東グループのｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､幹事様 

        i ｼﾃｲｰ会長幹事様ご苦労様です。 

 森本 由美  ｸﾞﾙｰﾌﾟ役員の方々、東京iｼﾃｲｰ RC会長 

幹事の皆さま、本日はようこそおいでく

ださいました。 

 斎藤 誠壽  お客さまようこそお越しくださいま 

        した。台風が近づいているようす。 

        ご注意下さい。 

 関岡 俊二  お客様ようこそ。 

 津守 弘範  ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐猿渡さん､ｸﾞﾙｰﾌﾟ幹事濃畑さ

んようこそ。iｼﾃｲｰ会長石井さん、幹事

原さん昨日は大変お世話になりました。 

  本日の合計￥３６，０００（累計￥６９，０００） 

◎その他委員会 

★ 社会を明るくする運動        津守弘範会員 

来る21日第64回の「社会を明るくする運動」として、多

摩美術大学美術館前から多摩ｾﾝﾀｰ駅、U ﾀｰﾝしてﾊﾟﾙﾃﾉﾝまで

ﾊﾟﾚｰﾄﾞをします。この運動は保護司会主催で罪を犯した人

たちの更生ということで行っています。毎年60前後の団

体が参加しています。当クラブからも毎年多数の方に参加

していただいております。今年もよろしくお願い致します。 

★ＳＡＡ・親睦委員会委員長        小泉 博 

先週、同好会などの立ち上げに協力するということでｱﾝｹｰ

ﾄを頂きました。結果はﾀﾞﾝﾄﾂ多数が東京探検隊、中でも女

性5名のうち3票をいただき、女性群の探求心にびっくり

です。一方興味が無いﾄｯﾌﾟが「中国遊戯研究会」（麻雀）、

しかしこの研究会は「会長肝入り」でして来週第１回研究

会の開催が決まりました。2番人気の「ﾜｲﾝ同好会」と合わ

せて 2つの同好会が結成されます。1番人気の「東京探検

隊」については私の方で企画発足したいと思っています。 

★ロタフエロー委員会       委員長 吉沢洋景 

今月13日（日）にﾊﾟﾙﾃﾉﾝで多摩市合唱祭があります。36

団体が出演しますが、ロタキッドは12時40分から50分

に出演です。ぜひ駆けつけて応援してやってください。 

★表彰 第3回ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ･ﾎﾟｰﾙ・ﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰ  宮本 誠会員 

 

[クラブ協議会：各委員会活動計画発表] 

◎司会              幹事 田﨑 博実 

☆出席奨励委員会         委員長 三田みよ子 

副委員長は杉山会員、委員菊池会員、村上会員、中谷会員

です。活動方針は計画書の通りです、ご協力お願いします。 

☆募金活動委員会         委員長 関岡俊二 

副委員長は中谷会員、委員は遠藤会員、宮村会員、大石会

員、澄川会員。募金活動は皆さんのご協力なくして活動に

なりません。方針は計画書の通り、宜しくお願いします。 

☆奉仕プロジェクト関連委員会    統括委員長 宮本誠   

被選理事会で採択されたﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄは殆ど前年度方針踏襲

で、あとは実施委員長の任命待ちのようですので細則に従

い、統括委員長より任命をさせていただきます。 

＊ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ･ﾗｵｽ支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ  実施委員長 関岡 俊二 

＊障がい者ﾃﾆｽｽｸｰﾙ           実施委員長 峯岸  忠     

＊多摩市の奉仕事業への積極的参加ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ  

               実施委員長 足立潤三郎 

＊多摩ｸﾞﾘｰﾝﾛﾀｷｯﾄﾞｸﾗﾌﾞﾁｬﾘﾃｲｰｺﾝｻｰﾄを共催 

                実施委員長 大松 誠二 

実施委員会組織構成は委員長が決めることになっており

ます、実行に入っていただきたいと思います。 

☆創立25周年記念事業・式典実行委員会 

               委員長 遠藤 二郎 

創立２５周年を迎えるにあたり、我が街多摩は、クラブ創

立時の環境をどれ程保っているか検証しよう？とするも

のです。創立２５周年式典は１年先の９月以降ですが、小

田年度の１年間を記念事業の実施期間とします。実行委員

会では企画委員会を設けて４月から会議を重ね、方針を検

討して来ました。事業の方法は記念碑的な「ものを残す」

など、いろいろありますが、「心に残す」ことを考えて「多

摩環境自慢」となりました。 

企画委員会ﾒﾝﾊﾞｰは、委員長：遠藤二郎、委員：吉沢洋景、

宮本誠、小坂一郎、海野榮一、菊池敏、小泉博、杉山真一

の８名＋オブザーバー小田泰機会長、田崎博実幹事です。 

企画委員会決定事項 

１：記念事業名称 （仮称）「多摩環境自慢」 

２：実施委員長 小泉博会員、副委員長 杉山真一会員 

３：多摩環境自慢を、とりあえず４分野に分類 

４：結果は記念式典においてＤＶＤその他で発表 

５：具体的詳しい内容については実施委員会に任せる 

◎実施委員長             小泉  博 

指名を受けた以上やらなければならないのですが、丸投

げではないか？みたいな、一括請負をさせられたような

ことになりました。記念事業として会員一人一人が参加

して、心のなかに何かを残したいということが企画委員

会の趣旨にありまして、全会員が参加・実践した結果を

皆さんに発表して共感いただける活動にしたいと思い

ます。とりあえず「多摩環境自慢」を４つに分けて担当

委員を発表しますので、ご協力をお願いします。 

 文化    担当委員 堤 香苗 柴崎信洋 

 景観    担当委員 森本由美 萩生田政由 

 野鳥・昆虫 担当委員 小田泰機 宮本誠 

 野草・樹木 担当委員 峯岸 忠 大松誠二 

何が出来るか分かりませんが実施委員長を受けました。

１年間頑張ります､宜しくお願いいたします。 

◎お礼と点鐘         会長 小田 泰機 

（今週の担当：足立潤三郎） 


