
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

 

 

 

◎司会      ＳＡＡ・親睦委員会  森本 由美 

 

◎開会点鐘           会長 宮本  誠 

 

◎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 岡山西南ＲＣ 椎原裕二様 

 

 

 

 

 

 

 

◎お客様紹介          会長 宮本  誠 

 岡山西南ＲＣ            椎原 裕二様 

 卓話講師     

 NPO法人多摩草むらの会   代表理事 風間美代子様 

 例会体験              原田 純子様 

  

◎会務報告           会長 宮本  誠 

１．来る 8月 22日（土）に開催される多摩医師会及び

多摩市健康推進課主催の市民公開講座「もし、エボラ

出血熱、MERS が日本で発生したら…」を、当クラブ

後援と決定、会員の皆さんにも広告掲載を推進。 

２．「多摩シネマフォーラム主催の第２５回 映画祭」

についても当クラブ後援が決定。 

３．障がい者テニススクールの概算予算枠 合計３０万

円を承認。 

４．多摩市の「まち美化推進委員」当クラブ委員として

森本由美会員を推薦決定。 

５．会報委員会の新企画、「Who am I」に年間１万円の

予算を承認。 

  

◎幹事報告           幹事 入沢 修自 

会報「Who am I」の答えありますね、当たった方おめ

でとうございます。 

配布：８/２２市民公開講座のお知らせ。 

回覧：「サイパン島巨大台風」被害義援金について 

ハイライト米山１８５号・ 第６５回社会を明るくする 

運動へのご協力のお礼・８/２２の市民公開講座の出欠 

 

 

 

 

 

 

 

多摩映画フォーラム映画チラシ報告の掲載案内。 

 

【 諸事報告 】 

◎その他委員会 

★サイパン島巨大台風義捐金  

募金委員長 斎藤 誠壽 

お客様ようこそお越しくださいまし

た。また体験出席の方ごゆっくり楽し

んでいってください。ご入会お待ちし

ています。サイパンで大災害がござい

ました。今から募金箱を回します、ご

支援をお願いいたします。 

★会報・記録委員会  

               委員長 森本 由美 

今回の「Who am I」正解は海野会員でした。正解者は若

林、宮村、菊池、片山、杉山、宮本、以上６名の会員で

した。当選者複数の場合じゃんけん、欠席の場合権利な

し本日正解者５名欠席です。当選者は宮本会員と決まり

ました。おみごとでした。 

 

宮本会員一言 海野会員とは古い付き合いです、彼の考

えそうなこと大体解るんです。こんな時に応募しそうな

精神構造と写真を見て海野会員しかいないと判断した。 

 

◎出席報告      出席奨励委員会 田﨑 博実 

会員総数                32名 

出席義務免除者           8名 

出席者数 出席義務者           14名 

        出席義務免除者      7名   

   計                21名 

出席率        21/31  = ６７.７４％ 

第 1157回例会（8/5）訂正出席率 ８１.２５％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員会 伊澤ケイ子 

 宮本  誠 この間の会報の Who am I 正解者たくさ

んいそうですね。 

 入沢 修自 八月初めよりは過ごしやすいと思いま

す。お客様ようこそ！ 

 足立潤三郎 全国高校野球 熱いですね。 

       残暑も暑いですね。 
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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  宮本 誠 幹事 入沢修自  会報・記録委員長 森本由美 

副委員長 足立潤三郎 委員 大松誠二 菊池敏 小泉博 関岡俊二  

HP： http://www.tamagrc.join-us.jp/   海野榮一 吉沢洋景 

 

                                                                                                                                                               

    

 

  

                                                                                                                           

 

 

         

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 
 

    

      

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 
        ２０１５～２０１６年度 

 

恐れず改革、フレッシュな25周年クラブを！              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

特別指名でお願いしました 

ソングリーダーの椎原さま 

 

張り切って、タクトを 

振ってくださいました。 

 

mailto:Eメールtamagrc@tamagrc.join-us.jp
http://www.tamagrc.join-us.jp/


 荒瀧 義機 原田様、風間美代子様ようこそいらっ 

       しゃいました。風間様卓話楽しみです。 

大松 誠二 風間様 卓話よろしくお願いします。 

萩生田政由 NPO法人多摩草むらの会 風間美代子様 

ようこそ！卓話楽しみです。 

 伊澤ケイ子 夏風邪をひいてしまったようです。 

       夜のクーラーがダメですネ。 

       皆様もお気を付けて下さい。 

小泉  博 お客様ようこそ皆さまご無沙汰でした。 

 峯岸  忠 お客様ようこそ。お盆も終り早く涼しく 

なるといいね。 

 森本 由美 原田さま、ようこそおいで下さいました。 

       風間さま卓話とても楽しみです。  

よろしくお願いします。 

 村上  久 風間美代子様卓話宜しくお願いします。 

 斎藤 誠壽 風間様 宜しくお願い致します。 

 澄川  昇 草むらの会 風間様本日よろしくお願い 

       致します。 

 田﨑 博実 夏休み明けですね。 

 津守 弘範 暑さもひと息ですね。 

 海野 榮一 暦はもう秋ツクツクボウシが啼き始め 

       ましたね。 

 

本日の合計￥１７,０００（累計￥１６０,４６０） 

 

◎会員増強委員会      委員長  峯岸 忠 

当委員会と致しましても会員数、何とか４０名に近づけ

たいと思っておりますので、皆様の推薦をよろしくお願

いいたします。今月の下旬に会員増強委員会炉辺会議を

開きまして、作戦を練る予定です。宜しくお願いいたし

ます。 

 会長よりコメント 

 先程より斎藤募金委員長、田﨑出席委員長、峯岸増強

委員長より報告がありましたが月に１度以上は各委員

会発表をしていただくつもりです。山本五十六の言葉、

由井特別代表の教えを引用（簡単に受け入れてもらえな

い）これからも皆さんには委員会から色々なおすすめを

しつこく、忘れないように言ってもらいます、宜しくお

願いいたします。 

◎卓話者紹介    プログラム委員長 田村  豊 

 

◎卓話         NPO法人多摩草むらの会 

                      代表理事 風間美代子様 

「精神障がい者を支援する中から見えてくるもの」 

田村先生から身に余るようなご紹介

をいただきましてありとう御座いま

す。NPO 多摩草むら会代表の風間で

ございます。宜しくお願いいたしま

す。 

２０年間の歩みの中で精神障がい者

とよばれる人達と接してきて学んだ

こと、気が付いたこと、どうしたら

いいかと言うようなこと特に精神障

がい者の特性など皆様に知っていただくとってもいい

チャンスを頂いたと思っております。 

講演内容の概略 

 多摩草むら会の名前の由来と理念 

多摩草むら会は、心の病を持つ精神障がい者が安心して

自立した生活ができるような形で支援している団体で

す。 発足以降理念としている、神戸大学名誉教授精神

科医の中井久夫先生の文章の力の弱い「野ウサギ」が人

参畑に出かけるために、途中で出会う外敵から身を隠せ

る「草むら」が必要である事の例えから，精神障がい者

が社会に出るために必要な、安心できる草むら作りが、

多摩草むら会の名称の由来であり、理念としているもの

です 

 多摩草むら会の、組織全体構成 

多摩草むらの会は、各種就労支援の事業所と生活支援の

ためのグループホーム、相談支援の事業で成り立ってい

ます。 障がい者の個性にあわせ、飲食店、農作業、布

製品製造販売、パソコン教室、清掃事業等多様な仕事内

容を用意しています。 

 広報活動、シンポジウムや講演会の開催 

精神障がいのノーマライゼーション推進のため、多摩市

医師会会長並びに統合失調症を乗り越えたお笑い芸人

「松本ハウス」さんの講演で構成されたシンポジウムや、

キャラバン隊マーブルをお招きした発達障害のセミナ

ーなどを開催し、市民に対し積極的な情報発信を行って

います。 

 イベント開催・研修事業 

法人内相互のよりよい人間関係の構築と文化祭、草むら

フェスタや旅行などのイベントを開催しています。 

 メディヤ掲載や各種受 

活動の広がりとともに、福祉関連のみならず、一般紙、

雑誌、論文集等様々な媒体で取り上げられるようになり

ました。 

活動を通じてペパーミントウエブ賞 銀賞受賞、日本で

いちばん、いちばん大切にしたい会社大賞、審査委員会

特別賞、多摩ブル・グリーン賞 優秀賞受賞、第 14 回

小倉昌男賞 受賞、しんきんゆめづくり大賞、第 11 回

リリー賞「支援者部門賞」受賞等様々な団体から表彰さ

れました。 

 多摩市精神病患者数（障がい手帳を持っている人） 

H26年調査 1,154名 

H27年 3月調査 1,272名 6月調査 1,296名  

 目指す方向 

「働くことは夢を追う事」をモットーに、福祉の枠を超

え、障がいがあっても依存するだけでなく、だれかの役

に立ちたいと願う利用者とともに、楽しく夢を追い続け

られる法人を目指しています。 

 

※風間様にはこの世界に入ってこられたきっかけ、その

後の経緯、記すことは出来ませんでしたが、いろいろな

具体的事例を交えながら貴重なお話をいただきました。 

「三越６階、畑 deきっちんへ食べに行こう」？ 

◎お礼と点鐘          会長 宮本  誠 

（今週の担当 足立潤三郎） 


