
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                             
                                                                                                                                                            
                                                                                                                             

                                                                               
 
 
 

 

 

 

 

 

 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員会 森本 由美 

 

◎点鐘             会長 小田 泰機  

                                                    

◎国歌「君が代」斉唱 

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 森本 由美       

 

◎お客様紹介           会長 小田 泰機 

 卓話講師  多摩市教育委員会委員長  中澤 敬様 

 

◎会務報告            会長 小田 泰機 

  ・８月１日付で、当クラブと友好関係にある富士見Ｒ

Ｃの遠藤真人パスト幹事（友好関係形成当初）ご逝

去の報があり、会長名で供花（生花）の手配をした。 

 ・７月２６日東京ピースウィングロータリーＥクラブ

のＲＩ加盟認証状伝達式があり、当クラブから地区

委員として遠藤二郎会員、入沢修自会員が出席した。 

 ・オマケ：今日、永山の自宅からここまで、「多摩自 

  慢」になるようなものはないかと、ゆっくり歩いて 

  みました。でもこの暑さ、植物は萎れ気味、動物も 

  やっと土鳩が出てきばかりでした。でもこれが私の 

  カメラを知ってか知らずか、目の前を堂々と歩いて 

  来て胸を張る、とりあえずそれだけ撮って来ました。 

  とにかく暑かったですね～。 

 

◎幹事報告           幹事 田崎 博実 

 ・配布物：ロータリー友 8 月号・2013 年手続要覧日

本語版の正誤表。 

 ・回覧物：ガバナー月信8月号・ＲＩ日本事務局ニュ

ース8月号・2015年度ＲＬＩ開催概要 

      第13回ロータリー全国囲碁大会案内 

台北国立故宮博物院展案内・東京ピースウ

ィングＥロータリークラブＲＩ加盟認証状

伝達式出席の礼状。 

 ・他クラブ例会変更通知：東京城南ロータリークラブ。 

 ・その他：8月11日～15日は事務局休暇とします。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

        若林 克昌会員入会式 

          

※進行       会員増強委員会 小坂 一郎 

 

Ⅰ．新会員紹介      推薦者 田﨑 博実 

     職業分類は都市ホテル、山田文夫さんの後任で

す。役職は京王プラザホテル取締役八王子・多

摩事業部長、京王プラザホテル多摩総支配人。 

   事業所は京王プラザホテル多摩。趣味は、史跡

散策・テニス・バスケットボールと多彩です。 

Ⅱ．入会証書授与・バッジ貸与 会長 小田 泰機 

Ⅲ．会員証・バナー授与    幹事 田﨑 博実   

Ⅳ．「四つのテスト」、活動計画書、定款・細則、 

ロータリーの手引き「用語集」授与 

            会員増強委員長 宮村 宏 

Ⅴ．所属委員会およびアドバイザー指名 

会長 小田 泰機 

  ※所属委員会  ＳＡＡ・親睦委員会 

    ※アドバイザー 宮村 宏会員・田﨑博実会員 

   

Ⅵ．写真撮影  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事・アドバイザー・新会員・会長 

 

Ⅶ.新会員挨拶        若林 克昌会員 

        初めまして、若林克
かつ

昌
よし

と申します。宜しくお願

い致します。山田の後任ということでこのよう

な機会に恵まれたこと、大変感謝しております。

今後は諸先輩に教わりながら少しでもお力に

なれるよう努力して行きたいと思います。 

 

 

 

                                                                                                                                                            
    
 

 
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 小田泰機 幹事 田崎博実    
会報・記録委員長 堤香苗  副委員長 菊池敏  
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 

                                                                                                                                                                   ２０１４．０８．０６ 第１１１４回例会  No.２５－０５  ２０１４．０８．２０ 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 
        ２０１４～２０１５年度 

 

全員参加のロータリー活動を！             

 
 



【 委員会報告 】 

◎出席報告      出席奨励委員会 杉山 真一  

会員総数                35名 

出席義務者数               27名 

出席義務免除者           8名 

出席者数 出席義務者(MU1名含)  20名 

出席義務免除者           6名                                     

計               26名 

出席率    26/33  =  ７８．７９％ 

第1112回例会（7/16）訂正出席率８４．３８％ 

第1113回例会（7/23）  〃  ８０．０５％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員会 柴崎 信洋    

 小田 泰機  永山から乞田川沿いに多摩ｾﾝﾀｰまで 

        歩いてきました。 暑かった‼ 

 田﨑 博実  谷川岳に登ってきました。 

 足立潤三郎  若林克昌様ご入会おめでとうござい 

ます。 

 遠藤 二郎  お久しぶりです。 

 伊澤ケイ子  暑いですネ。若林様ご入会おめでとう 

ございます。 

 菊池  敏  中澤様卓話楽しみにしております。 

 小泉  博  中澤委員長 卓話よろしくお願いし 

ます。若林さん入会おめでとうござい 

ます。 

 峯岸  忠  若林さん入会おめでとうロータリー 

を楽しくしましょう。 

 三田みよ子  お久しぶりです 若林さんご入会 

おめでとうございます。 

 宮本  誠  皆さん久しぶり！いい夏ですネー。 

 宮村  宏  中澤様よろしくお願い致します。 

        若林さん入会おめでとうございます。 

 森本 由美  中澤さま、本日はお忙しい中ようこそ 

        お越し下さいましてありがとうござ 

います。子供たちを教育現場でよろし 

くお願いします。 

 斎藤 誠壽  「言わんとぞ思えば今日の暑さかな」 

        健康にはお気を付けください。 

 津守 弘範  若林さん入会おめでとう 中澤教育 

        長さん卓話楽しみです。 

 海野 榮一  ミッドサマー‼ お暑うございます。 

本日の合計￥１６,０００ （累計￥１３３，０００ ） 

 

◎その他委員会 

 ★ 25周年記念・事業実施委員会 委員長 小泉 博 

    先々週のクラブ協議会の私の発表を会報で伊澤委

員が素晴らしい纏めをして頂きました。更に先週は 

  宮本会員が7月の旬の話題を提供して頂きました。 

  また今日は会長が暑いところを歩いて土鳩発見？

という素晴らしいことをやって頂きました。これ以

上私がとやかく言うことも無いのですが、来週は例

会も休みです。どうか時間のある方は地元を徘徊？

して頂きまして素晴らしい「多摩自慢」を発見して

頂きたいものと思います。よろしくお願いします。    

◎卓話 多摩市の教育 現状と課題 

         中澤 敬 摩市教育委員会委員長  

多摩グリーンロータリークラブ様には障害者テニスス

クール、少年少女合唱団など多摩市の青少年育成に多大

の貢献を頂いており大変感謝しています。会長さんが永

山から歩いて来られたそうですが多摩市には世界遺産

に登録したいような「多摩の横

道」というのがありますね。一本

杉公園の、それを詠った万葉集の

立派な歌碑、あれもグリーンロー

タリーさんが建てて頂いたんで

すよね。このような多摩の歴史・

文化遺産を思う時、将来の多摩市

の姿というものに思いを馳せるのです。多摩市は教育の

大きな目標として「2050 年の大人つくり」ということ

を掲げており、骨格が「多摩市教育振興プラン」の中に

盛り込まれています。その柱は、１．「確かな学力」の

育成。２．「豊かな心」の育成。３．「健やかな体」の育

成。４．それらを教育力の連携、つまり皆様や企業など

の連携によって進めていく。ということです。この骨格

に沿って具体的施策を実践します。では具体的に何をや

っているのか？例えば、～2050 年の大人づくりに向け

て大人も子どもも一緒に語ろう～「多摩市未来会議2014

～キャリア教育編～」を開催しました。産・官・学が連

携して子ども達に教室での勉強だけでなく社会人とし

ての栄養素を身につける体験をさせ、その報告を皆で共

有する。例えば豊ヶ丘小の代表が学校林での自然を守る

取り組み、鶴牧中代表が広島派遣の体験による平和な街

づくりについて報告しました。Education for 

Sustainable Development、ESD、持続可能な社会つくり

の担い手を育む教育という、文科省が掲げている施策も

あり、多摩市ではこれを「2050 年の大人つくり」の中

心的考え方として取り組んでいます。ESDには教科書は

ありません。それぞれの現場で工夫、情報交換してやる

のですが一人の教師、多摩市だけでは困難な面がありま

す。市では、ESDの足掛かりとして全小中学校がユネス

コスクールに登録しています。これは全国、全世界のユ

ネスコスクールとネットワークで繋がり世界的視野で

情報交換し切磋琢磨できるシステムです。文科省も、こ

のユネスコスクールを ESD の推進拠点と位置づけてお

り、昨年は全国大会が多摩市で開催されました。その他

の具体策として教師一人では学級運営が困難な状況な

どでは、ピアティーチャー制度を取り入れています。担

任教師の助けとして教師 OB、教師研修生などを受け入

れる制度で、多摩市が誇る、全国でも先進的な例です。

また焦眉の課題として「多摩市いじめ防止基本方針」が

策定されて教育委員会制度が改革され、教育委員長もな

くなり４月からは一本化されて教育長が取り仕切るこ

とになります。その他、食育問題としてアレルギー対策、

情報処理能力の育成としてタブレットによる教育を推

進中です。教育環境の整備としては第２小学校の建替計

画もすすめています。ご清聴有難うございました。 

◎お礼と点鐘          会長 小田 泰機  

           （今週の担当：宮本  誠 ） 


