
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                         
 
 
 

 

 

◎司会      ＳＡＡ・親睦委員会 峯岸  忠 

◎点鐘             会長 宮本  誠 

◎国歌「君が代」斉唱 

◎ロータリーソング「我等の生業」       

          ソングリーダー 菊池  敏 

「四つのテスト」の唱和    

ＳＡＡ・親睦委員会峯岸  忠    

◎お客様紹介          会長 宮本  誠 

 東京たまがわＲＣ    中野 陽一ガバナー補佐 

    〃        伊東 正文グループ幹事 

 卓話講師 楽農倶楽部      新井 文夫代表 

        〃        神津 幸夫さん 

 米山奨学生    スラミニットクン,ノピパット君 

◎多摩東グループＩＭのご案内   

中野陽一ガバナー補佐・伊東正文グループ幹事  

皆さん今日は、お手元にパンフレットございますが、今日

はIMのご案内にまいりました。貴

重な時間有難うございます。日時は

４月１３日 点鐘１４時３０分 

会場 調布市文化会館たづくり２

階「くすのきホール」懇親会は同じ

く「むらさきホール」１階です。今

年度IMのテーマ―としては「新世

代へ熱きエール５市の絆」と言うふうに書いてございます

けれども地域の青少年に対するクラブの奉仕活動のご紹

介。もう１点は多摩東グループ１０クラブの会員相互の親

睦です。ご参加くださいお待ちしています。 

◎会務報告            会長 宮本  誠 

地区大会本会議に出席の皆さん、ご苦労様でした。 

基調講演大変感動的でした。過酷な条件の中で小児ガンの

治療に取り組んでおられる吉岡秀人さんと言う小児外科

医の講演でした。そのあと水野ガバナー参加のディスカッ

ション「国際貢献を問う」と言うテーマ説定、長年そこま

で突き動かしてきた元動力は、の問いかけに対し彼は「シ

ンプルだ」「だって可哀そうじゃないですか」と応えて爽

快。まさにロータリーの原点のようなパーソナリティーを

見せてもらいました。印象として、ロタフェローの赤尾和

美さんを髣髴とさせるものが有り興味深く感じました。 

＊２/２３、会長幹事会と地区指導者育成セミナー出席 

㋑「日本のロータリー設立１００周年に向けて、地区の目

指すところ」と言うテーマでパネルディスカッショがあり

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

㋺丁度２０２０年、オリンピックの年が日本ロータリーの

１００周年だそうです。３つの特別委員会構想有り。 

①日本ロータリーの立ち位置の確認と確立のためのヴィ

ジョン作成委員会 ②日本のロータリーの組織見直し委

員会 ③オリンピック支援にも関連した「記念式典委員会 

の３委員会です。 

＊２月１６日第５回グループ協議会開催 会長、幹事、事

務局が出席「主要議題１」IMです。 

「議題２」次年度の青少年交換学生の受け入れについて」

複数クラブで協力するなどの解決策検討が決定。 

◎幹事報告           幹事 入沢 修自 

配布： 例会プログラム、会報、募金活動委員会からR 

財団・米山奨学会寄付のお願い、卓話資料、ロータリーの

友３月号、多摩東グループインターシティミーティング資

料、次年度クラブ組織表、２０１６～１７年度 RI 会長の

テーマとプロフィール、テーブルにポリオプラスの冊子。 

回覧： ２０１５～１６年第３期新会員オリオンテーショ

ンご案内、バギオだより、東京渋谷 RC 創立１５周年記念

例会のご案内、3/30 ゴルフスクラッチ会申込表、、当クラ

ブ協賛の浪江と多摩をつなぐ和太鼓コンサート（２月２７

日のプログラム）、４/20第３回ワイン同好会出欠表 

他クラブ例会変更：事務局にお問い合わせ下さい。 

◎次年度会務報告    会長エレクト 小泉  博 

：次年度２０１６～１７年度会長（ジヨン F. ジャーム） 

のテーマ「人類に奉仕するロータリー」とプロフィールを 

お配りしています。 

：次年度理事会決定のクラブ組織表を配布。 

：第１回次年度クラブ運営連絡会議を３月２３日 京王プ

ラザホテル多摩にて開催。詳しい内容は後日連絡。 

◎奨学金授与 ノピパット君    会長 宮本  誠 

今日奨学金を頂くのが最後だと思いま

すが、この２年間大変お世話になりま

した。色々なことが解からなくて 

迷惑かけたと思う。でも色々なことを

教えていただいたり、楽しい時間、皆

さんの優しさを感じて良かったと思う。

有難う御座いました。 

 

【 諸事報告 】 

◎各委員会・他 

★ワイン同好会  伊澤ケイ子ＳＡＡ・親睦副委員長 

４月２０日のワイン同好会楽しい内容になっているそ 

 

 

                                                                                                                                                                   
 ２０１６．０３．０２ 第１１８２回例会  No.２６－３０  ２０１６．０３．０９発行 

                                                                                                                                                                   
    
 

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！             
                                                                                                                              



うです、みんなで参加しましよう。 今年の花見例会は特

別設定を致しておりません（他の行事と重なるため）が花

見にちなんだ料理を用意。 

★ゴルフ同好会         杉山真一ゴルフ部長 

今日は、お客様ようこそいらっしゃいました。３月３０日

にスクラッチ会を行いたいと思います。奥様方も誘ってご

参加ください。宜しくお願いいたします。 

★寄付のお願い      斎藤 誠壽募金活動委員長  

今年度ロータリー財団の１５０ドル寄付、米山奨学金・１

万円の寄付宜しくお願いいたします。 

只今ロータリーレート１１６円です。事務局までよろしく

お願いいたします。 

◎出席報告      出席奨励委員長 田﨑 博実 

会員総数                30名 

出席義務免除者           7名 

出席者数 出席義務者           19名 

出席免除者       6名                                     

計                25名 

出席率    25/29  =  ８６.２０％ 

第1180回例会（2/17）訂正出席率１００％ 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員会 伊澤ケイ子  
 中野陽一様 本日は4月13日のＩＭのご案内に参りました

多数の会員の皆様をお待ちしております。 

 宮本  誠 中野ガバナー補佐、伊東グループ幹事 

ようこそおいで下さいました。 

 宮本  誠 随分春らしくなって来ましたが、まだ 

ウグイスは鳴きませんネ。これまでで一番 

早いのは、今日 3 月 2 日、前の山で鳴きまし

た。今年はまだササ鳴きもありません。 

 入沢 修自 聖蹟から森本さんの家よこを歩いて役 

所からバスできました。歩くと良いです。 

 足立潤三郎 新井様、神津様 卓話楽しみです。 

 大松 誠二 楽農倶楽部の皆さん、ようこそ 卓話 

       参考にさせてもらいますよ。 

 遠藤 二郎 中野ガバナー補佐 伊東グループ幹事 

ようこそ。 

 伊澤ケイ子 中野ガバナー補佐、伊東グループ幹事 

       ご苦労さまです。 

 菊池  敏 ガバナー補佐ようこそ！ 

 峯岸  忠 お客様ようこそ ノピパット君これか 

らも頑張って下さいね。菊池さん誕生日 

おめでとうございます。 

 宮村  宏 中野ガバナー補佐 伊東グループ幹事 

       ようこそ。 

 森本 由美 春ですねぇ！花粉が舞っています。 

 村上  久 中野ガバナー補佐 伊東グループ幹事 

       ようこそ。 

 中谷 綋子 お客様 ようこそ。 

 斎藤 誠壽 新井様、神津様 卓話楽しみです。 

 関岡 俊二 神津様、新井様卓話楽しみです。 

 田村  豊 昨日最高裁がすばらしい判決を出して 

くれました。認知症の人がおりに入れられ 

なくてすみそうです。 

 田﨑 博実 お客様ようこそ 例会はにぎやかなの 

が一番です。 

 津守 弘範 お客様ようこそ、今日の空は晴天ですね。 

 

 本日の合計￥２９,０００（累計￥６９７,９０４） 

◎卓話者紹介      田村 豊プログラム委員長 

◎卓話「地域をつなぎ拡がる健幸の輪」 神津幸雄代表 

    愛宕アカデミープロジェクト  新井文夫さん 

本日は１月２４日に開催さ

れました第１回オール多摩

健幸甲子園大会で優秀賞と

なりましたプレデンテーシ

ョンと、東愛宕中学校養蜂ク

ラブ立ち上げ協賛金ご協力

のお願いについて話をさせていただきます。 

◎健幸甲子園大会「地域をつなぎ広がる健幸の輪」報告 

多摩市は総合計画の基本を「健幸都市多摩の創造」「市民

がデザインするまち」「みらいへつなぐまち」としていま

す。田村実行委員長は超高齢化を迎える地域をどうやっ

て支えるか、地域住民が互いに支えあう仕組みづくりを、

市民・民間・行政が知恵を出し合って多摩市版地域包括

ケアシステムモデルを作っていきたいと抱負を語ってお

られます。 

楽農倶楽部は野菜作りからその輪が拡がり健やかな幸せ

を楽しんでいます。その報告をさせて頂きます。 

スタートは代表の新井が会社勤めを終えたリタイヤ―地

域住民に声かけをして現在１４人の仲間で多摩里山約

１,000坪の耕地で野菜作りをしています。 

楽農倶楽部の野菜作り名人に地域の学校から緑のカーテ

ンプロジェクトへの参加依頼があり現在小学校６校で毎

年ゴーヤの種まきと育成、緑のカーテン作り、収穫、種

取のお手伝いをしています。こんなことから ESD:

（Education for Sustainable Development）（国連宣言）

へ地域グループとして参加しています。さらにこの輪は

地域を超えて拡がり新潟県十日町の棚田のコメ作り農家

との交流が始まりました。 

楽農倶楽部の合言葉「健康は他人からもらえない、まず

自分でできることから」としてPPP（ピンピンポックリ）

STOP！介護保険料UP、できれば特養・老健のおせわにな

りたくない。STOP！医療費UP、医療費イーターと言われ

たくない、NO ホスピタル、YES クリニック。 STOP！

ツケ、ツケを２０５０年の大人達へ残さないことです。 

◎愛宕アカデミーHoneyプロジェクトについて。 

東愛宕中学校は「養蜂クラブ活動」を立ち上げます。 

学校、地域、専門機関が連携，協働することで、学校も

地域もより良くなる仕組みを試行しています。学校の学

習を実社会に近づけ、よりリアルな学習を目指していま

す。そのため地域住民に学校への参画を促し、学校支援

を強化しています。 

学校より活動支援依頼として 

①「蜂授業立ち上げの資金援助」  

②「養蜂作り、商品化、販売支援」（協賛金のお願い） 

があります。 

協賛金は１口３万円、１口以上をお願いします。協賛金

は「愛宕アカデミーHoney」以外使用しません。   

振込口座  

郵貯銀行口座記号１０１６０ 番号９２５９１７７１ 

愛宕アカデミーHoney プロジェクト 問い合わせ先  

楽農倶楽部多摩 新井文雄090-2435－0605 

◎閉会点鐘           会長 宮本  誠 

（今週の担当 足立 潤三郎） 


