
                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                              
 
 
 

 

 

 

◎司会          峰岸 忠ＳＡＡ・親睦委員 

◎点鐘               小泉 博 会長  

 

◎ロータリーソング「それでこそロータリー」       

            菊池  敏ソングリーダー 

   

◎お客様紹介           小泉 博 会長 

 東京多摩ＲＣ      会長   小林 誠治  様 

      〃         幹事   飯島 文彦 様 

 

◎お客様ご挨拶  東京多摩ＲＣ 小林会長 飯島幹事         

 

小林会長：色々ありましたが、 

「考えて行動する」という骨太の方

針で、急遽の会長ですが、一年間が

んばります。 

 

 

飯島幹事：年次も浅いのですが、 

頑張って小林会長を 

サポートします。 

 

 

◎会務報告            小泉 博 会長 

①７月１１日に開催された、地区第１回会長幹事会に 

出席しました、その時に財団の募金箱を渡されまし 

たので、当クラブでは「募金活動委員会」にその利 

用方法など一任してお渡しいたします。 

 

②７月６日例会後開催の第二回定例理事会報告。 

＊８/24のガバナー補佐臨席クラブ協議会のテーマを、 

「障がい者テニスを含む 奉仕プロジェクトの今後の 

あり方」として、田﨑奉仕PJ統括委員長に進行を、お 

願いする事とした。 

＊他クラブより、ＲＩ人頭分担金増額への反対表明呼び 

かけがあり、当クラブも書式に則って反対表明をする 

こととした。 

＊入会金について当クラブは、定款変更に伴う細則の 

検討・変更が終了するまでは従来どおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

◎幹事報告            杉山 真一幹事 

回覧物・ロータリー財団ニュース７月号、ハイライト 

よねやま1196号、「第１５回ロータリー囲碁大会」のお

知らせ、フレンズ・ウィズアウト・ア・ボーダー発行の

「ラオフレンズ小児病院プロジェクト”今月の出来事」

“P3 に、関岡ラオス小児病院支援実施委員長の写真が

掲載されています。 

地区より入会２年未満の会員対象の、新会員オリエン 

テーションのお知らせ。ロータリー米山奨学金の２千 

万達成クラブ表彰。東京八王子RCの1994⁻95年度パス 

トガバナー矢野様の訃報、が届いております。 

 

【 委員会報告 】 

◎各委員会・他 

 ★「社会を明るくする運動」   津守 弘範会員 

７月１８日海の日、午後４時より、

多摩センターの美術館前からパル

テノンまで、パレードを行います。

市長や保護士の方など千人ほどが

出席。支度もあるので、４時より少

し早めに、参加願います。 

 

★ゴルフ同好会       森本 由美ゴルフ幹事 

本年度の会費を集めています。また、本年度夏合宿は、 

８月２１日に朝霧ジャンボリーGC,２２日は河口湖カン

トリーGC,先着２０名、集合場所は京王多摩センターホテ

ル玄関前に６時半です。 

 

 ★ラオス小児病院支援  関岡 俊二 実行委員長  

ラオスに行ってきました。赤尾さんは、現地で頑張っ

ていました。まもなく、手術室がオープン予定で、 

スタッフ６０名で半年で８千人以上診療している。 

今、日本人スタッフは赤尾さん一人だが、いずれ現地

スタッフに任せられるように育てている。多摩 GRC か

らは、注射器３３６０本を寄贈（役１年半分） 

その後、アンコール小児病院にも出向いて視察。 

カンボジアで唯一の小児病院としてしっかりと役目を

果たしている。現地スタッフが、しっかりと子供たち

を診療していた。 
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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 
        ２０１６～２０１７年度 

 

魅力あるロータリーに！ 

 

                                                                                                                              



◎出席報告        足立 潤三郎出席奨励委員 

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 

出席免除者       5名                                     

計                 19名 

 

出席率    19/29  = ６５.５５％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ   峯岸 忠 ＳＡＡ・親睦委員 

 小林誠治様 うれしい楽しい表敬訪問です。 

飯島文彦様  

小泉  博 多摩RC小林会長、飯島幹事ようこそ 

      昨日はお邪魔しました。格式ある例会 

でした。 

 杉山 真一 多摩ロータリークラブ小林会長、飯島 

幹事ありがとうございます。 

 足立潤三郎 いよいよ小泉、杉山丸出発ですね 

       一寸先は見えても五寸先は闇だ。 

       頑張ろうね。多摩RC小林会長、飯島 

幹事ようこそいらっしゃいました。 

 萩生田政由 東京多摩RC小林会長、飯島幹事 

ようこそいらっしゃいました。 

 初野 有人 お客様 いらっしゃいませ 

       ありがとうございます。 

 伊澤ケイ子 お客様ようこそ。 

 菊池  敏 初野先生にマウスピース作ってもらい 

       具合が良いです。 

       関岡さんご無事でなによりです。 

 峯岸  忠 お客様ようこそ。あつい あついですね 

       熱中症にならないように気をつけまし 

ょう。 

 宮村  宏 小林会長、飯島幹事ようこそ。 

 森本 由美 多摩映画フォーラムの方々多摩ロータ 

リーの皆さまようこそ 暑い夏が来て 

ますね。 

 村上  久 小林会長、飯島幹事 ご苦労様です。 

 齋藤 誠壽 東京多摩RC会長小林誠治様、幹事飯島 

       文彦様ようこそおいでくださいました。 

 関岡 俊二 大松さん6月には幼稚園児にじゃが 

       いもほりありがとうございました。  

 津守 弘範 来る7月18日海の日です。社会を 

       明るくする運動にご参加下さいます 

よう 書類は事務局に預けております。 

 

本日の合計￥２０,０００（累計￥５１,０００） 

 

 

 

【クラブ協議会：各委員会活動計画発表】 

 

◎進行              杉山 真一幹事 

先週に引き続き、それぞれの委員会の発表を行います。 

 

※会報・記録委員会      堤 香苗 副委員長 

会報は、前年同様フォーマットで行うが、本年度は毎回

印刷はせず、メールで配信。 

卓話は、卓話者名、テーマなど、わかる範囲での記述とす

る、など、過度な負担にならない工夫を行う。 

 

※広報委員会           堤 香苗 委員長 

会報、ロタフェロー委員会などとも協力し、外部メディ

アに活動記事を露出し、クラブの奉仕活動などを市民に

向けても発信していく。 

 

※ロータリー研修委員会     萩生田 政由委員 

 

規定審議会による定款などの変更に

伴い、当クラブの細則の整備を行う。

また、新会員セミナーなどを開催し、

ロータリーに関する基礎知識を深め

てもらう。 

 

 

※募金活動委員会        澄川 昇 委員長 

 

ロータリー財団、米山奨学金の現状を知っていただき、

募金協力意欲を高めてもらう。また、災害などは、都度検

討し、理事会に諮って募金活動を行う。 

 

※ロタフェロー委員会      宮村 宏 委員長 

 

認証ロタフェローの活動などを例会などで報告し、応援

しやすい仕組みを作る。また、新たな候補者があれば、理

事会に推挙する。 

 

※奉仕プロジェクト関連委員会      

齋藤 誠壽委員  

今年も 

１．障がい者テニススクールの

開催を、宮村テニスセンターさ

んと、落合中学校の協力で行う。 

２．ラオス小児病院支援を、行う。

本年度も同様に推し進めていく。 

 

 

◎活動計画書について       小泉 博 会長 

 

活動計画書は本来は例会必携であり、その持ち運びの際

に、傷まないようにカバーをかけている。また、予算書内

容について、繰越金や、ニコニコボックスのお金に関し、

利息の成り立ちなど中身の説明を行った。 

 

◎閉会点鐘            小泉 博 会長 

（今週の担当 堤 香苗 ） 


