
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                         
 
 
 

 

 

◎司会     ＳＡＡ・親睦委員会 小坂 一郎 

◎点鐘            会長 宮本 誠 

◎ロータリーソング「奉仕の理想」       

        ソングリーダー 菊池  敏 

◎お客様紹介         会長 宮本 誠 

 卓話講師 公益財団法人プラン・ジャパン  

 国内ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾁｰﾑ開発教育ｼﾆｱ・ｵﾌｨｻｰ 奈良崎 文乃様 

◎会務報告          会長 宮本 誠 

１．昨日多摩東グループの協議会があり、地区大会に是

非参加するよう要請がありました。 

２．4 月 16 日の i シティの５周年式典には是非行って

あげて下さい。 

３．IMが4月13日調布（たづくり）であり、各クラブ

青少年奉仕について実績発表することになっておりま

す。大勢の参加をお願いしたい。移動例会です。 

ガバナーよりMY ROTARYになるべく登録してほしいと要

請あり。MY ROTARY とは RI のインターネットのシステ

ムとして、そこに登録すると識別されて色々な状況を確

認できる。今後登録してないと Rotary のいろんな手続

きができない。 

◎幹事報告           幹事 入沢 修自 

配布：入会式式次第、地区大会プログラム、Ｇ月信特別

号、本日の卓話資料、第3回ワイン同好会のお知らせ 

回覧：ハイライトよねやま 191 号、3 月 25 日東京大崎

RCより､バルセロナオリンピック金メダリスト岩崎恭子

氏による卓話のお知らせ、4月13日多摩東グループIM 

の出欠表。地区大会は例会になっております。９：００

点鐘、ザ・プリンスパークタワーです。 

◎次年度会務報告    会長エレクト 小泉  博 

１．地区主催の補助金管理セミナーに参加．MOU memory 

of understanding（クラブと地区が交わす覚書）。これ

を交わさないと地区補助金が使えないというものです。 

その後地区 R 財団セミナーが開催され財団各委員長の

レクチャーがあり、遠藤委員長も堂々と講演された。 

２．例会後、第2回被選理事会を開催します。 

 

 

        林田敏誠会員入会式 

          

※進行        会員増強委員長 峯岸 忠 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．新会員紹介     推薦者 津守 弘範会員 

林田さんは大変若い方です。クラブでも一番若いので 

はと思います。皆さん何れはご厄介になるわけですが、 

長いこと居て頂いてご厄介になるのもいいかなーと 

思います。ご入会おめでとうございます。 

Ⅱ．入会証書授与・バッジ貸与 会長 宮本  誠 

Ⅲ．会員証・バナー授与    幹事 入沢 修自  

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 

        ロータリー研修委員長 小田 泰機 

Ⅴ．所属委員会およびアドバイザー指名 

会長 宮本  誠 

 ※所属委員会  ＳＡＡ・親睦委員会 

   ※アドバイザー 津守 弘範会員・田村 豊会員 

Ⅵ．歓迎の辞        会長 宮本  誠 

大歓迎です。一番若い人ですね私達みたいに歳をとって

くると付き合いも年寄りになって、なかなか新しい人を

紹介するのも難しくなってくるので、どんどん新しい人

を紹介して欲しいです。早く溶け込んで下さい。 

Ⅶ写真撮影  

 

 

 

 

 

 

Ⅷ.新会員挨拶        林田 敏誠会員 

御紹介頂いた、としまフユーネスの林田です。先日卓 

話をさせて頂き不明な話が多かったと思います。 

入会をさせて頂き、今後皆様の手足となって一生懸命 

頑張ってゆきたいと思いますので、どうぞ宜しくお願 

い申し上げます。 

【 諸事報告 】 

◎出席報告      出席奨励委員会 堤 香苗 

本日の出席、何と出席免除者も含めパーフェクトの 

１００％です。第５８８回例会以来の快挙です。 

会員総数                30名 

出席義務免除者           7名 

出席者数 出席義務者           23名 

出席免除者       ７名                             

計                30名 
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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 
        ２０１５～２０１６年度 

 

恐れず改革、フレッシュな25 周年クラブを！             
                                                                                                                       



 出席率 30/30=１００％  

第11178回例会（2/3）訂正出席率８２.７６％ 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員会 田﨑 博実 

 宮本  誠 林田さん入会うれしいですね 大歓迎です。 

 入沢 修自 林田さん今日からよろしくお願いします。 

 足立順三郎 林田敏誠様ご入会おめでとうございます。 

 遠藤 二郎 林田さんご入会おめでとうございます。 

 萩生田政由 奈良崎文乃様、卓話楽しみです。 

       宜しくお願いします。 

 伊澤ケイ子 林田様ご入会おめでとうございます。 

 菊池  敏 林田様御入会おめでとうございます。 

 小泉  博 林田様入会おめでとうございます。 

       奈良崎様卓話楽しみです。 

宜しくお願いします。 

 峯岸  忠 林田さん入会おめでとうございます。 

       堤さん大賞おめでとうございます。 

       奈良崎さん卓話宜しく。 

 宮村  宏 林田さん入会おめでとうございます。 

 森本 由美 林田さま、ご入会おめでとうございます。 

       ご一緒に楽しくRotary活動しましょう。 

 村上  久 林田さん入会おめでとう 頑張って 
下さい。 

 中谷 綋子 林田さま入会おめでとうございます。 
 斎藤 誠壽 林田様ご入会おめでとうございます。 
       奈良崎様卓話宜しくお願いします。 
 関岡 俊二 林田様ご入会おめでとうございます。 
 田村  豊 奈良崎様、卓話楽しみです。 
 田﨑 博実 林田さん末永いお付き合いお願いし 

ます。♪本日１００％出席達成♪ 
澄川  昇 林田さん入会おめでとうございます。 
津守 弘範 林田さん入会おめでとう。 
堤  香苗 東京都女性活躍すいしん大賞の個人賞 
      を頂きました。奈良崎さんお話楽しみです。 

林田さん入会おめでとうございます。 
本日の合計￥２２,０００（累計￥６６８,８６８） 

★ゴルフ同好会          杉山 真一部長 

 3 月 30 日スクラッチ会を開催。再来週の例会で出席

など詳しく説明します。 

★第３回ワイン同好会（カクテル勉強会）開催のご案内 

             同好会座長 若林 克昌 

 4月20日、第3回ワイン同好会を開催しま

す。今回は「カクテル勉強会」と題し、2012

年黄綬褒章を受賞した京王プラザホテル・バ

ーテン部長の渡辺一也氏を招き、カクテルの

蘊蓄を聞きカクテルの楽しさを体験して頂きます。 

◎卓話者紹介       堤 香苗プログラム委員 

 日本も来年度から女性活躍新法が出来ますが、未だ未

だいろんな国の中では不平等を通り越して命の危機さ

え感じている女性達が沢山います。そのお話を動画を交

えて今の様々な現状と女子の置かれた現況を奈良崎さ

んのお話で理解して頂ければと思います。 

◎卓話「Because I am a Girl～世界の女の子に、生き

ていく力を」            

公益財団法人プラン・ジャパン 奈良崎 文乃様 

プランという組織は 1937 年に英国で設立されアジア、

アフリカ、中南米の途上国で子供

に援助活動を行っている国際Ｎ

ＧＯで、教育、保健、生計、緊急

支援など８つの分野で活動し、子

供が可能性を拓けるようにサポ

ートする団体です。 

世界で2006 年からBecause I am a girl というキャン

ペーンを展開しております。Because I am a girl（女

の子だから）ということですが、女の子だからというこ

とで非常に虐げられた人生を送らなければならない女

の子が沢山居るのです。私達は「女の子だから、こんな

素敵なことができる」という発想でキャンペーンを行っ

ています。女性は取り残された人々の最大グループであ

り国際開発、国連、政府、国際機関などのキーワードと

なっています。女性への差別は地域全体の貧困への連鎖

の原因にもなっている。逆に女性が力を付けるというこ

とは貧困解決の鍵になるということです。 

マララさんは最年少のノーベル平和賞を受賞された人

権活動家で女の子が学校に通えるようにという活動を

展開されていて、特に教育ということで訴えているので

すが、世界の女の子の現状は厳しく 6300 万人の女の子

が基礎教育を受けられていない。７億人が13歳未満で、

2億5千万人が15歳未満で早すぎる結婚をさせられる．

早すぎると学校を中途退学しなければならず、自分の権

利や可能性が一切断たれてしまう。嫁ぎ先で過酷な重労

働を強いられ、母体が整っていない妊娠で命の危険にさ

らされることが非常に多い。 

このキャンペーンで訴えているのは女の子の持つ力で

す。読み書きのできる女の子が母親になると子供が5歳

以上に生き延びる率が 50％も上がる．インドでは中等

教育を受ける女の子が 1％増えると国のＧＤＰが 55 億

米ドルも上がるという推計が出ています。 

女の子の教育効果は個人にとどまらず、家庭、地域、国

に広がり、次世代へも繋がっていきます。 

プランの活動は①プログラムを実施してコミュニティ

を変えて行く。識字教室、夜間学校など．②意識啓発を

して人々の意識と振る舞いに変化をもたらす。これは非

常に重要で、「女性の教育は必要ない」という社会で根

気強く活動しなければならない。③政策に働きかけて社

会の仕組みを変える。ということで国際Because I am a 

girl のキャンペーンに取り組んでいます。国連にプラ

ンの働き掛けをして出来たのが10月11日国際ガールズ

デーで今年で5回目になります。世界中で色々な取り組

みをプランがしており、各国で指導的立場の方々にキャ

ンペーンの協働、支援を頂いております。これからも

益々重要なアジェンダ（検討課題）ですので活動を広げ

て行きたいと思っております。 

こちらの皆様は非常にネットワークをお持ちで、是非機

会がありましたら協働をお願いしたいと思っておりま

す。 

◎お礼と閉会点鐘        会長 宮本  誠 

（今週の担当 吉沢 洋景） 

 


