
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                             
                                                                                                                                                            
                                                                                                                             

                                                                               
 
 
 

 

 

 

 

 

 

◎司会     ＳＡＡ・親睦委員会  柴崎 信洋 

◎点鐘             会長 小田 泰機 

◎ ロータリーソング「それでこそロータリー」       

          ソングリーダー 吉沢 洋景 

「四つのテスト」の唱和        

ＳＡＡ・親睦委員会  柴崎 信洋  

◎お客様紹介          会長 小田 泰機 

 多摩市社会福祉協議会     会長 伊藤 雅子様 

     〃        事務局長 川田 賢司様 

◎会務報告           会長 小田 泰機 

・9月30日、ガバナー公式訪問時の“懇談会”報告。 

 出席者：坂本ガバナー、会長（小田）、幹事（田崎）、

会長エレクト（宮本） 

①地区協議会やセミナーなど、地区主催行事の効率化に

ついての要望を述べた。 

②当クラブが行う奉仕プロジェクトについての質問に、

“障がい者テニススクール”を例示して回答した。 

また、坂本ガバナーは、他クラブにはない“ロタフェ

ロー認証制度”に興味をもたれ、宮本会長エレクトが

その“主旨”や“いきさつ”を詳しく説明した。 

③今年度、RI会長が提唱されているRotary Dayについ

て、理事会で継続審議中である旨を回答した。 

・10月2日開催、第１２回 障がい者テニススクールが、

多くの参加者（障がい者の皆さん、落合中学校生徒（１

年生100余名）、多摩市教育委員長、落合中学校校長、

をはじめ、ミヤムラテニススクールのコーチ陣や多摩

テレビ、テニス雑誌“スマッシュ”などのご協力）を

得て、無事に終了することが出来ました。 

会員各位のご協力に感謝申し上げます。 

◎幹事報告           幹事 田﨑 博実 

・回覧：ガバナー月信 10 月号、R 財団 NEWS 10 月号、

東京広尾RC「Rotary Day イベント“乳がん撲滅のた

めに走ろう”」のお誘い、東京六本木RC創立10周年

記念例会・祝賀会のお知らせ、 

・多摩市まち美化推進委員会「キャンペーン」参加表 

 拓大学報（米山奨学生 ノッピ君の記事が掲載されて 

います。）、第１２回 障がい者テニススクール“写真集” 

・他クラブ例会変更：東京府中RC、東京多摩RC,東京飛

火日野RC,東京グローバルRC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【 委員会報告 】 

◎出席報告       出席奨励委員会 菊池 敏  
 

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           21名 

出席義務免除者(事前ＭＵ1名)  6名                             

計               27名 

出席率    27/33  =  ８１．８２％ 

第1121回例会（9/30）訂正出席率７６．４７％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員会 森本 由美  

 小田 泰機  山羊の除草は終わっていなかった。 

        雨の中、一生懸命草を食べていた。 

 田﨑 博実  久しぶりの昼例会ですね。 

 荒瀧 義機  伊藤雅子様、川田賢司様ようこそ卓話 

        楽しみです。ノーベル物理学賞、平和 

        賞受賞、不撓不屈の精神 万歳。 

 菊池  敏  社協会長 伊藤様 卓話よろしく 

お願いします。 

 峯岸  忠  障がい者テニス お疲れさまでした。 

        お客様ようこそ 卓話宜しくお願い 

        します。 

 森本 由美  伊藤さま、川田さま 本日の卓話 

        よろしくお願いします。 

 宮村  宏  社協の伊藤会長 川田事務局長 

        ご苦労様です。 

 村上  久  伊藤様卓話楽しみです。 

 中谷 綋子  涼しくなりました。風邪をひきやすく 

        なります 気を付けて下さい。 

 斎藤 誠壽  伊藤様 川田様お話期待しており 

ます。 

 津守 弘範  社協の伊藤会長、川田事務局長 

        卓話よろしく。 

 本日の合計￥１２,０００ （累計￥３２５，０６４） 
 

◎その他委員会 

★米山奨学生カウンセラー    大松 誠二会員 
立川市諏訪町“まちおこし”行事の諏訪神社「薪能」に、 

立川こぶし RC から“米山奨学生ノッピ君”、カウンセラーの

大松、田崎幹事が招待され、ともども薪火が照らす“幽玄の 

 

 

 

                                                                                                                                                                   
    
 

 
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 

                                                                                                                                                    ２０１４．１０．１５ 第１１２３回例会  No.２５－１４  ２０１４．１０．２２ 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 
        ２０１４～２０１５年度 

 

全員参加のロータリー活動を！             

 
 



世界”を堪能してきました。神社境内

の“能舞台”で演じられた“能”“狂言”

は、各クラブがホストしている世界各

国の留学生も大勢観賞しており、日本

の伝統文化とのふれあいを喜んでいた

ように思います。私たちも、帰路“居

酒屋”に立ち寄り、ノッピ君を交えて

“異文化交流”を楽しみました。先ほ

ど、田崎幹事が報告された「拓大学報」はその際に、お預か

りしたものです。回覧しておりますので是非ご覧下さい。 

 

★障がい者テニススクール   実行委員長 峯岸  忠 
１２回目の「障がい者テニススクール」を無事終了いたしま

した。本日ご来会の「多摩市社会福祉協議会」には、今回も

ご後援いただき、またテニス当日は、川田事務局長に直接コ

ートまでお出かけいただき、ありがとうございました。会員

の皆さん、お疲れ様でした。 

★まち美化キャンペーン参加のお願い       
まち美化推進委員 峯岸  忠 

“まち美化キャンペーン”の案内です。 
奮ってご参加ください。                  
＊キャンペーン内容： 
・駅周辺または河川の清掃 
・多摩市まちの環境美化条例の周知 
・市民清掃デーに関するアナウンス 
・啓発物品（ポケットティッシュ・

リーフレット等）の配布 
 
 11月11日(火)15:30～16：30  

多摩ｾﾝﾀｰ駅周辺・乞田川周辺 
 11月12日(水)15：30～16：30 永山駅周辺 
 11月13日(木) 15：30～16：30 聖蹟桜ヶ丘駅周辺 
 
★創立25周年記念事業実施委員会  委員長 小泉 博  
来秋迎えるクラブ創立２５周年記念事業の中心テーマとして

準備中の「僕と私の多摩自慢」。初夏～盛夏～初秋・・と経過

し、一年後を見据え、今後の活動を加速する時期となりまし

た。会員のご協力をお願いします。 
★ワイン同好会からのお知らせ        

ＳＡＡ・親睦委員会委員長 小泉  博 
“天高く馬肥ゆる秋”、ワイン・美味しんぼの季節となりま

した。小田会長肝いりの同好会・・、第１弾「中国遊戯研究

会」に続き、皆さん待望の第２弾『ワイン同好会』（座長 柴

崎会員、発起人 矢部会員・小泉会員）を開催します。当日は、

プロのワインアドバイザーからワインの奥深さ、味わい、歴

史などのお話を伺いながら楽しみたいと思いま

す。ご参加をお待ちします。 

日時：10月21日（火）5時～ 於：Café de Soeur 

 

★卓話者紹介 プログラム委員会副委員長 森本 由美 
本日は、社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会 会長 伊藤雅子

様、事務局長 川田賢司様による卓話をお願いしております。 

 

伊藤雅子氏略歴：多摩市社会福祉協議会会長、多摩市民生委

員協議会代表会長、桜ヶ丘事業協会監事、多摩南部地域病院

倫理委員会委員、日本心理士学会認定心理士 等々、様々な分

野で活躍されておられます。 

 

★卓話「社会福祉協議会の成り立ちと今後の取り組み」 

多摩市社会福祉協議会会長 伊藤 雅子様 
多摩市社協は、昭和４８年に社会福祉法

人の認可を受け、 

基本理念である“誰もが自分らしく安心

して暮らせる「福祉のまち」の実現” を

目指して取組み、今年４０周年を迎えた

民間の社会福祉団体です。 

近年、地域福祉を推進する『まちづくり

推進』にあっては、成年後見制度の相談

や利用支援事業などを行う権利擁護センターの設立（安心サ

ポート・たま）、福祉何でも相談の実施、ふれあい・いきいき

サロンづくり支援、共同募金活動の推進。『多摩ボランティ

ア・市民活動支援センター』ては、ボランティア・市民活動

のコーディネートや活動の支援などの事業。『高齢者支援』に

あっては、老人福祉センター事業、多摩市南部包括支援セン

ターの事業推進。 

『障がい者支援』部門では、障がい者相談支援事業、通所・

訪問入浴サービス、視覚障がい者同行援護事業、手話通訳者

派遣事業などを実施してまいりました。 
多摩市社協では、地域の方々が主体的に取組まれている地域

活動やボランティア活動、地域での支えあいや見守り活動、

それらの活動と地域の福祉資源を結びつけるネットワークづ

くりの推進活動などを充実させてまいります。 

様々な分野の皆様からのご支援をお願いいたします。 

 

多摩市社会福祉協議会事務局長   川田 賢司様 
≪人と人がつながる、市民がつくる「み

んなのネットワーク」≫ 

多摩市内を１０のコミュニティーエリ

アに分け、地域内の様々な団体や専門

職が連携・協力をして「横のつながり」

を強化し、ネットワークを作ることに

よって「安心して暮らせる」「お互いに

助け合える」地域・・を目指していま

す。 

主な活動の取組み例 
（地域の皆さんが中心になって企画・実施しています。） 

◆講座の開催・・・知りたいこと、知っておいた方が良いこ 

     と、生活に関することをテーマとする様々な講座    
◆居場所づくり・・サロンをはじめ、歩いて行ける範囲に「居

場所」を増やし、地域住民が「出会う仕組み」を

作り、緩やかな「見守り」につなげます。 

◆広報誌づくり・・地域ごとに作成し、地域に必要な情報を、

必要としている方へ届けます。 

◆防災・防犯・・避難所運営、まち歩きの実施 など 

≪ふれあいいきいきサロン≫高齢者や子育て中の親子など、

地域の方なら誰でも、楽しく気軽に参加できる集いの場です。

（地域ボランティアやサロン参加者の皆さんが運営します。） 

≪たすけあい有償活動≫住み慣れた地域で、健全で安らかな

生活を営み続けられるよう住民同士が支えあう仕組みづくり。 

≪福祉なんでも相談≫身近に相談窓口を開設し、生活上の諸

課題に関する相談を実施します。 

≪多摩ボランティア・市民活動支援センター≫地域の課題解

決のため「人と人とのつながり」「ネットワーク」づくりを進

め、ボランティア・市民活動の広がりと充実の推進。 

◎お礼と点鐘          会長 小田 泰機 

（今週の担当 海野 榮一） 

 


