
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                              
 
 
 

 

 

 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員会 小坂 一郎  

◎点鐘               会長 小泉 博  

◎ロータリーソング「我等の生業」       

          ソングリーダー 菊池  敏 

   

◎お客様紹介           会長 小泉 博   

 多摩東グループ   ガバナー補佐 宮本  誠様 

   〃       グループ幹事 入沢 修自様 

 岡山西南ＲＣ           椎原 裕二様 

 多摩中央警察署   警務係警部補 濱﨑 節夫様  

   〃       防犯係警部補 橋場 雅子様    

 

◎会務報告            会長  小泉 博  

８/３第3回定例理事会の報告 

１：RI人頭分担金増額案に反対する件を承認。 

  反対提唱の芝RCあてに賛同のメールを送り、RIに 

反対表明の書類を送りました。 

２：多摩シネマフォーラム協賛として、10,000円の協賛 

を承認しました。 

３：多摩市障がい者美術作品展への協賛として、6,000円 

を承認しました。 

４：落合夏祭り盆踊り大会の協賛は、多摩市内全域の活 

動でないため見送りました。 

＊ロータリーの友８月号に人頭分担金増額反対の記事と 

例会出席率の記事が載っています。ぜひ読んでくださ 

い。 

 

◎幹事報告            幹事 杉山 真一 

配布：クラブ協議会進行表 

回覧：2014-15年度2750地区年次報告、ハイライトよね 

やま197、東京多摩RC会報。 

＊2017年RIアトランタ大会参加の案内が来ています。 

詳細は事務局に問い合わせてください。 

 

【 諸事報告 】 

◎各委員会・他 

 ★炉辺会合のお知らせ  

ＳＡＡ・親睦委員長 三田みよ子 

本日例会後、SAA・親睦委員会を開催します。委員の方

の参加をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

◎出席報告       出席奨励委員 村上 久  

会員総数                32名 

出席義務免除者           8名 

出席者数 出席義務者           20名 

出席免除者        5名                             

計                25名 

出席率    25/29  = ８６.２％ 

第1201回例会（8/3）訂正出席率 ８０.６５％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ   ＳＡＡ・親睦委員 峯岸 忠 

小泉  博 ガバナー補佐 グループ幹事今日は 

よろしくお願いします。 

お客様ようこそ。 

 杉山 真一 まだまだ暑すぎますね！！ 

お客様ようこそ。 

 遠藤 二郎 多摩中央署の濱﨑様 橋場様ようこそ 

       いらっしゃいました。 

 萩生田政由 お客様ようこそ‼ 

 初野 有人 お客様ようこそいらっしゃいました。 

 入沢 修自 皆さんお元気ですか～  

 伊澤ケイ子 皆様お久振りです。 

 菊池  敏 お客様ようこそ！ 

 宮村  宏 お客様ようこそ ガバナー補佐 

グループ幹事ご苦労様です。 

 森本 由美 多摩中央署濱﨑さま、橋場さまようこそ 

いらっしゃいました。安全・安心のご尽 

力有難うございます。 

 村上  久 濱﨑様 橋場様ようこそ。 

 中谷 綋子 お久し振りです お客様ようこそ。 

 齋藤 誠壽 お客様ようこそお越し下さいました。 

 瀬戸  武 初参加にて宜しくお願いします。 

 田﨑 博実 奉仕プロジェクトに関するご意見 

       宜しくお願いします。 

徳原  透 9月4日（日）日本料理 あしびにて 

      蔵元の会を開催します。日本酒の好き 

      な方の参加をお待ちしています。 

峯岸  忠 皆様お久し振りで。いよいよ秋ですね 

       濱﨑様 橋場様よろしくお願いします。 

本日の合計￥１７,０００（累計￥１２０,００３） 
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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  小泉 博  幹事 杉山真一  会報・記録委員長 瀬戸 武 
副委員長 堤 香苗 委員 吉沢洋景 関岡俊二 菊池敏 田﨑博実    

HP： http://www.tamagrc.join-us.jp/      大松誠二 遠藤二郎  
 

 

  
                                                                                                                          

 

 

        

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

  

    
      

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！ 

 

                                                                                                                              



◎防犯ステッカーについて 

   多摩中央警察署 濱﨑節男様 橋場雅子様 

＊多摩市の安心・安全のためのご協力を感謝申しあげ

ます。残念ながら永山３丁目での

凶悪事件の解決はまだですが、今

後とも協力をお願いします。 

＊多摩市の刑法犯事件は昨年

911件で297件の減少だった。自動

車に防犯ポスターを張ることによ

り効果があった。皆さんにもぜひ

協力をお願いしたいと思っております。また振り込め詐

欺は9,200万円の被害額があり、こちらも予防活動に理

解と協力をお願いします。 

 

【ガバナー補佐臨席クラブ協議会】 

「障がい者テニスを含む奉仕ＰＪの今後のあり方」 

 

① 開会挨拶        会長 小泉  博 

ガバナー補佐・幹事の臨席を得て、クラブ協議会 

を開催します。活発なご意見をお願いします。 

 

② 「会員の奉仕プロジェクト意識について」 

奉仕プロジェクト関連委員会統括委員長 

              田﨑 博実 

３月に行いましたPJ企画会議で提案されたテーマ 

をもう1度おさらいしますと、１、障がい者テニス 

スクール、２、多摩自慢、３、町おこし活動に参加  

４、健幸甲子園に参加 ４、フレンドウイズアウト 

ボーダーに参加 ５、富士見RCとの親睦 ６、ポ 

リオ撲滅その他個人的には多摩自慢を進めたい。 

 

③ 問題提起「障がい者テニス教室の現状と課題」 

第１４回障がい者テニス実施委員長 大松 誠二 

本年のテニススクールは第14回を迎えます

が、１０月１３日（木）予備日１０月２０日 

（木）の予定で実施します。すでに落合中と 

第１回の打ち合わせ済みですが、詳細は改めて説

明をして皆さまの協力をお願いいたします。 

来年以降の奉仕プロジェクトでは障がい者テニ

ススクールを続行するかどうか、正直言って困難

かなと感じています。１３年前の２００３年に私

が会長時代にスクールが始まりました。当時PJ

企画会議などはなく、言わば会長・理事会が決定

してその年の特徴を出すべく実行委員会を立ち上

げたものです。五大奉仕として、クラブ・社会・

職業・世界・青少年各委員会があった。地域のニ

ーズに応える社会奉仕と会員の仕事を通じての職

業奉仕を結び付けるプロジェクトとして、１つは

宮村会員のミヤムラテニスの協力で障がい者テニ

ススクール、もう１つは関岡会員のみゆき幼稚園

の協力で園児の老人ホーム白楽荘慰問でした。テ

ニススクールは落合中のボランティア活動と結び

つきを深めて、青少年奉仕としても広がりまし

た。その後代々の会長・実行委員長そして会員の 

全員参加の協力によりスクールも１４年目を迎えるこ 

とができました。 皆さんの知恵と汗と少しのお金で 

奉仕事業は行えると思います。今後の奉仕PJも皆さ 

んの若い、柔軟な発想で楽しみながら続けられたらと 

望んでいます。 

＊宮村会員からの報告 

テニススクールは盛り上がって

いますし皆さんも続けたいとい

う希望も強いと思いますが、あ

まり１つの事業だけを続けるよ

り色々な事業に挑戦してはどう

でしょうか。 

土日祭日以外の参加は働いてい 

る障がい者の皆さんには厳しい。このまま続けるの 

は残念ながら難しいと思っています。 

 

④ 意見交換 

今の段階では何か皆で楽しめる企画がありましたら 

どうぞ意見をお聞かせください。 

 

＊萩生田会員 若い人たちを対象にした企画を考え 

たい。青少年と一緒に環境を考えて例えば水質検査 

を再度試みたい。 

＊小坂会員 子供たちと多摩

川の環境調査をしたらどう

か。また会員の皆さんの職場

に若い人を呼んで体験をして

もらったらいいと思う。 

 

 

⑤ 閉会挨拶 

奉仕プロジェクト関連委員会統括委員長田崎博美 

改めて意見交換の場を作ります。その際には大いに 

意見を出していただきます。 

 

⑥ ガバナー補佐講評 

（宮本ガバナー補佐よりの講評） 

クラブ協議会らしい協議会と 

思いました。 

真面目に問題点に向きあっ 

て、また困難なテーマを取 

り上げて皆さんが一緒になっ 

て考えていると感じました。 

地区ガバナーにはいい報告が 

出来ると思っています。 

 

◎お礼と閉会点鐘       小泉 博 会長 

 

（今週の担当 大松 誠二） 

  

  ※８・９月のロータリーレート ＄＝￥１０２ 


