
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                             
                                                                                                                                                            
                                                                                                                             

                                                                               
 
 
 

 

 

 

 

 

 

◎司会     ＳＡＡ・親睦委員会  三田みよ子 

◎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  三田みよ子 

◎お客様紹介          会長 小田 泰機 

 卓話講師       多摩市市長 阿部 裕行様 

 司法修習生            石埜 直樹様 

◎会務報告           会長 小田 泰機 

本日、会務報告はありません。 

◎幹事報告           幹事 田﨑 博実 

配布物：ロータリーの友２月号 

回覧物：2015～16年度「ロータリー手帳」申込み案内 

    東京稲城ＲＣの会報 

その他：ロータリー財団、確定申告用寄付金領収書 

    米山記念奨学会、寄付金確定申告用領収書 

    東京調布ＲＣ５０周年記念誌 

（それぞれ対象の方、出席した方にのみ配布） 

◎次年度会務報告    会長エレクト 宮本  誠 

定例被選理事会の開催予定日（毎月の第２例会日）の

２月１１日が祝日休会ですので、翌週に順延します。 

 

【 委員会報告 】 

◎出席報告       出席奨励委員会 菊池 敏  
 

会員総数                34名 

出席義務者数               27名 

出席義務免除者           7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    26/34  =  ７６．４７％ 

第1135回例会（1/21）訂正出席率７９．４１％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員会 荒瀧 義機  

小田 泰機  このところ文鳥は毎日タマゴを生んで 

いる。飼い主に栄養を補給するために。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田﨑 博実  市長様、多摩市のためにできることと 

がありましたら協力致します。 

 足立潤三郎  阿部市長卓話よろしくお願いします。 

 荒瀧 義機  阿部裕行市長様ようこそ！卓話楽し 

みです。日本がイスラム国の標的に 

なりましたね 注意しましょう！ 

 入沢 修自  歳とともに体調管理の仕方が変わっ 

てきます。 

阿部市長卓話ありがとうございます。 

 伊澤ケイ子  阿部多摩市長様 卓話ありがとう 

ございます。 

 菊池  敏  今日と明日が変われば良いのにね！ 

 峯岸  忠  阿部市長さん卓話よろしくお願いし

ます。今日は立春ですがまだまだ春 

は先のようです。 

 三田みよ子  阿部市長様卓話宜しくお願いします。 

 宮本  誠  市長ようこそいらっしゃいました。 

 宮村  宏  阿部市長ようこそ 卓話楽しみです。 

 村上  久  阿部市長！卓話楽しみにしています。 

 森本 由美  阿部市長本日はお忙しいところ卓話 

        にお越し頂きましてありがとうござ 

います。 

 中谷 綋子  明日は雪が降るとか足元に気を付け 

ましょう。 

 斎藤 誠壽  また明日も雪の予報が出ているよう 

です お気をつけ下さい。 

 津守 弘範  阿部市長卓話楽しみですね。 

 田村  豊  インフルエンザは峠を越えましたが 

        花粉症が始まりました。 

        お早めに内科または耳鼻科にどうぞ。 

本日の合計￥１９,０００ （累計￥６５２，５０１） 

 

◎会員表彰  プレゼンテーター 会長 小田 泰機 

 

★田﨑 博実会員  

 RIスポンサーピン 

授与 

                

一層頑張ります！ 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                   
    
 

 
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 
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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 義機会員 RLI ディスカッションリーダー 

資格取得セミナー 終了証書授与 

 

     

    
                    

  

 

 

 

 

最善を尽くして参ります。     (終了証書) 

◎卓話者紹介   プログラム副委員長 森本 由美 

公務ご多用の折、お越しいただきありがとうございます。 

阿部祐行様は、東京都生まれ、昭和５４年日本大学新聞

学科を卒業後、日本新聞協会に勤務され、平成２１年事

務局次長兼経営業務部長を経て２２年に退職。同年４月、

“多摩市長”に就任、２６年には再選され、現在に至っ

ております。趣味は映画観賞、読書と伺っております。 

それではよろしくお願いします。 

◎卓話「みんなでつくる この街 多摩市」 

            多摩市市長 阿部 裕行様 

東京多摩グリーンRCさんには、

日ごろから多摩市が大変お世

話になっています。昨年末以

来、ロタキッドの子供達の素

晴らしい歌声を、Ｘｍａｓコ

ンサートや「せいせきハート

フルコンサート“耳をすませ

ば”」などでお聞かせいただき、また、長年にわたり実

施されている“障がい者テニスクール”に際し、多摩市

落合中学校生徒にボランティア体験の機会を与えてい

ただくなどと、グリーンロータリーの皆さんが、地域の

ために、子供達のために貢献していただいておりますこ

とを感謝し、この場をお借りして御礼申し上げます。 

 ＊みみすまコンサート；宮崎駿プロデﾕ―ス・スタジオ

ジブリのアニメ映画「耳をすませば」のモデル地であ

る聖蹟桜ヶ丘で行われる音楽イベント。第１０回目の

コンサートは今年、１月２５日（日）に開催され、主

人公の声優役 本名陽子さん達にまじって“多摩グリー

ンロタキッド合唱団”も昨年に引き続き出演しました。 

 

今日のテーマは「みんなでつくる この街 多摩市」で

すが、本題に入る前に少しお伝えしたいことがございま

す。直近の出来事で、シリア、イラクに出かけて ISIL

に拘束されていた邦人２名が殺害されたというニュー

スが伝えられました。そのうちのお一人“後藤健二”さ

んとは以前からの知り合いでした。平成２４年“多摩市

平和展”開催の折には後藤さんにも来ていただきお話し

を伺いました。それは、ジャーナリストとして現地で見

たこと聞いたこと、とりわけ、銃弾飛び交う戦地で生き

抜いている子供達に焦点を合わせて取材された“体験

談”でした。紛争・内戦地のような国家基盤が脆弱な地

域で、ようやく維持されている秩序が、一旦損なわれて

しまうと、瞬時に“平和”が崩壊し、その復元は困難を

極め、負の連鎖の矛先は、いやおうなく一般市民、とり

わけ子供達に向かうということでした。 

紛争地域は、これからも拡散するであろうと予測され、

その延長線上に６年後の２０２０年、東京オリンピッ

ク・パラリンピックが開催されます。多くのお客様が来

日される日に備えてこの先、テロに対抗するセキュリテ

ィー対策はもちろん急がれます。加えて、国家・民族・

文化・宗教・言葉・習慣の違いを乗り越え、お互いに理

解しあえる環境づくりも不可欠です。道路や交通機関や

競技施設などの“インフラ”はもとより、“通訳”“ガイ

ド”、“ハラール”対応など、一般市民でも対応可能なソ

フトパワーに拠る“受け入れ”準備を、多摩市において

も始めなければなりません。 

 

「みんなでつくるこの街 多摩市」を推進しています。 

＊健幸都市！ 元気一杯の１００歳訪問 

 お年寄りが“健康で幸せを感じる”健幸都市！ 多摩

市では、何年か前から「市長の１００歳訪問」を行っ

ています。保育園児に描いてもらった”絵“を直接お

届けするのですが、お元気な方が沢山おられます。（１

００歳以上の方が４１名おられ（女性３３名：男性８

名）、介護保険を受けておられない方も多数おられま

す。お元気な１００歳の皆さんに”健幸“の秘訣は？ 

と伺いますと・・、”好き嫌いなく なんでもおいしく

食べられる！“と、全員の方がおっしゃっています。 

＊地域で支えあう 自主防災組織 

 昨年、連続放火事件があり、市民も不眠で警戒にあた

られました。災害時を想定しての自主防災体制を組織

します。ご近所で“声をかけ合い”、障がい者・目の

不自由な方もご一緒に“避難所”での宿泊体験を行い

ます。また火山災害にも備えての避難訓練や新型イン

フルエンザへの備えなど、災害・難事は多種多様です。 

＊市民の生の声を聞く 市長と市民との対話会 

商店主の皆さんとご一緒に、大妻大学・多摩大学の学 

生さん達と対話しました。「憧れの東京の筈が、出身 

地より田舎」「とても東京とは思えない」「遊び場所が 

ない」「新宿や立川に行ってしまう」・・というような 

意見でした。若い方が魅力を感じる活力のある“街づ 

くり”が急務です。 

＊多摩市の魅力発信！ 地域活性化策 

 多摩市には、他所にはない魅力要素が数多くあります。

周辺には多くの大学があり、学生さんや、専門分野に

詳しい方も大勢いらっしゃいます。いろいろなご意見

を参考にして地域の活性化を図ります。 

＊豊かな心をはぐくむ ＥＳＤ教育 

２０５０年を視野にいれ、多摩市の小・中学生に、「豊

かな心をはぐくむＥＳＤ教育」として国際感覚や「お

年寄りへの気配り」という教育テーマを取入れてまい

ります。 

◎お礼と点鐘          会長 小田 泰機 

（今週の担当 海野 榮一） 


