
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                              
 
 
 

 

 

 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員会 峯岸  忠  

◎点鐘               会長 小泉  博  

 

◎国歌斉唱「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」唱和  

ＳＡＡ・親睦委員会 峯岸  忠 

◎お客様紹介            会長 小泉  博  

 岡山西南ＲＣ             椎原 裕二様   

  

◎会務報告            会長 小泉  博  

＊ 本日例会後、定例理事会を開催します。 

＊ 先日の地区大会で会長・幹事会が行われ、ホアンRI 

会長代理のお話を紹介します。幸せを感じるのは、 

昼寝、釣り、財産の相続そして最後には他人を助け 

ること、人生の目的はそこにある、といわれました。 

＊ ４月１２日にIMが開催されます。当クラブがホスト 

です。全員出席でお願いします。 

 

◎幹事報告            幹事 杉山 真一 

配布：定款改訂に伴う細則改訂検討案・改定ロータリー  

クラブ定款、次年度組織表、IMパンフレット、2017- 

   18年度奉仕プロジェクト企画会議・資料、ロータ

リーの友。 

回覧：地区内オリンピック・パラリンピック支援企画資

料、バギオだより、岩合光昭氏の写真展紹介、多摩

市社協からのお礼状、障がい者テニススクール参

加者の柴谷さんが出場した立位テニス世界大会の

報告書とお礼状。 

◎次年度会務報告    会長エレクト 田崎 博実 

１．2/15の第2回被選理事会の報告をいたします。 

ガバナー公式訪問は１０月３１日に行い、１０月２ 

５日の振替例会となります。また次年度委員会組織、

奉仕プロジェクト企画会議、クラブ運営連絡会議につ

いて、検討。 

２．次年度委員会組織を配布資料によって発表しました。 

３．本日、被選クラブ運営管理連絡会議を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 諸事報告 】 

◎各委員会・他 

 ★ＩＭ実行委員会     

ＩＭ実行委員長 村上 久      

IM は４月１２日（水）11 時 30 分～15 時 30 分に京王 

プラザホテル多摩３F 白鳳の間で予定通りに行われま

す。我がクラブがホストクラブです。１００パーセント

出席でお願いします。他クラブに出席のお願いで回って

います。 

３月２２日（水）夜6時30分にIM実行委員会を事務局

にて行ないます。 

 

★細則改定検討委員会    委員長 宮本  誠 

来週の例会3/15にクラブ協議会として、細則改訂検討    

をみなさんにお願いします。本日、改訂定款全文、細

則改訂案を配布しましたので、ぜひ来週までに目を通

して頭に入れておいてください。 

 

★報告              瀬戸 武会員 

３月３０日～４月１２日に京王百貨店聖蹟桜ヶ丘店に   

て猫の写真家として有名な岩合光昭さんの写真展が開   

催されます。ぜひご覧になってください。猫の写真は 

本当に癒されますよ。 

 

◎出席報告      出席奨励委員会 田崎 博実 

会員総数                30名 

出席義務免除者           8名 

出席者数 出席義務者           16名 

出席免除者        7名                             

計                23名 

出席率    23/29  = ７９.３１％ 

第1223回例会（2/22）訂正出席率 ８２.１４％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員会 小坂 一郎 

 小泉  博 皆さんこんにちは お客様ようこそ。 

       本日はＰＪ企画会議です活発な意見を 

       だしましょう。 

 杉山 真一 皆様 お久しぶりです。花粉がすごい 

ですね！！ 

 大松 誠二 やっと春が来たようなので。 
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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！ 

 

                                                                                                                              



 齋藤 誠壽 気候の変動が激しいですネ。 

       桜の開花も迷っているでしょうね。 

 峯岸  忠 次年度奉仕プロジェクト企画会議 

       よろしくお願いします。 

 田﨑 博実 本日、クラブ運営管理連絡会議です。 

 林田 敏誠 寒さ残る３月ですね。 

 宮本  誠 2月3月、天気がくずれませんねー。 

 中谷 綋子 いい天気で気持ちがいいですね。 

 菊池  敏 今日は朝から寒い！！ 

       小学校の体育館で一人仕事でした。 

 遠藤 二郎 お久しぶりです。 

 初野 有人 フランス語を勉強します。 

 萩生田政由 お久しぶりですね‼ 

 村上  久 インターシティミーティング４月１２  

       日AM１１：００ 100％の出席で頑張り 

ましょう！ 

 徳原  透 ＷＢＣ日本が勝ってニコニコ  

 森本 由美 春よ来い！梅が終わり、桜が待ちどう 

しいです。 

 小坂 一郎 花粉症に気を付けましょう。 

 

本日の合計￥１７,０００（累計￥６６８,４０３） 
 

 
 

【 次年度奉仕プロジェクト企画会議 】 

司会進行     幹事エレクト 峯岸 忠 

 

◎開会挨拶     会長エレクト 田﨑 博実 

今期限りで障がい者テニススクールが中止になりまし 

 たので、新しく奉仕プロジェクトの企画を考えたいと

思いますが、皆さんにも意見を出していただきたい。 

 

＜会長エレクト・テーマ案「頑張れ！多摩！」＞ 

多摩市ってどんな町？ロータリーの五大奉仕部門を唱え

るだけでなく、まずは自分の目の前の足元の、小さな世

界を見つめなおすことから始めよう。我がクラブは多摩

市のクラブだから、多摩を応援し東京都、関東、全国へ、

そして世界に拡げて行こう。 

◎奉仕プロジェクト提案状況報告      

          会長エレクト 田﨑 博実 

＊ 寄せられた方針プロジェクト案について 

① ロタフェロー・赤尾和美さん支援 

② 多摩市内の貧困家庭・一人親家庭の幼児・児

童の支援 

③ 多摩市に観光名所をつくる 

④ 多摩センターパルテノンをうまく活かす 

⑤ 「緑道」をテーマにした写真コンクールの開

催 

⑥ 乞田川再生活動―蛍を乞田川で育てる 

⑦ 島田療育園の子供たちと交流 

⑧ 障害者とともに遊ぶスポーツ大会 

⑨ 新規事業計画発表会 

＊ テーマ案に対する被選理事会の考え 

 １、会員の意見を尊重する。 

 ２、お金をかけずに人力で、予算的に実現可能な案 

 ３、予算規模はニコニコ拠出金の４８％（約４９万円） 

 ４、今のところ⑤緑道の案が有力 

◎意見交換       

＊ 細則では重点親睦活動資金が40％を超えてはならな  

いとあるだけで、重点奉仕活動資金は充当金の 

６０％以上も可能である。 

＊ 行政（多摩市等）はなかなか動かない。相当強力に働 

きかけないと動き出さないと思う。 

◎会議の総括 

奉仕プロジェクト統括副委員長 初野 有人 

審議に協力していただきありがとうございました。 

被選理事会も参考にして決めていきたい。 

 

◎閉会点鐘          会長 小泉  博  

 

＜春の訪れ2題＞ 

 

①「ふきのとう」が顔を出し 

  た（原峯公園） 

②ヤマアカガエルが卵を生  

んだ（都立桜ヶ丘公園） 

このカエルは山と水辺と両 

方ともあるところで育つ。レッドリスト（絶滅危惧種）

に指定されている。 

 

 

 

 

 

 

関岡会員の麻布十番「祥雲山龍澤寺」が見事に

落慶式を迎えました。おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（今週の担当 大松 誠二 ） 


