
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                               
                                                                                                                              
 
 
 

 

 

 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員会 瀬戸  武 

  

◎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  吉沢 洋景 

◎「四つのテスト」唱和  

ＳＡＡ・親睦委員会 瀬戸  武  

   

◎お客様紹介           会長 小泉  博   

地区職業奉仕委員会     委員長 蓮池  攻様  

ﾌﾚﾝｽﾞ･ｳｨｽﾞｱｳﾄ・ｱ・ﾎﾞｰﾀﾞｰ JAPAN   永野 絵美様 

 卓話講師 独立行政法人北方領土問題対策協会 

               理事長 荒川  研様 

 

◎会務報告            会長 小泉  博  

・本日例会終了後本年度最終定例理事会を開催します。 

・前回例会(座禅例会)に関して、 

高西寺、関岡会員には大変ご協力を頂きまして、 

改めて御礼を申上げます。 

・ロータリー国際大会(アトランタ)開催に関して、 

 ポリオ撲滅運動に関して、多大な貢献をしています 

 ビルゲイツ氏、プロゴルファジャックニクラウス氏 

の講演など魅力的なプログラム満載とか、聞きますと 

今からでも駆けつけたい思いが募り、残念です。 

・ガバナー月信に関して、 

 地区、全ガバナー補佐の「２０１６－１７年度を振り 

返って」と題するコメントが掲載されております。 

宮本ガバナー補佐の特色あるコメントもありますの 

でお目通しください。  

 

◎幹事報告            幹事 杉山 真一 

 配布：ロータリーの友6月号、本日の卓話資料 

 回覧：ガバナー月信6月号、6/21最終例会出欠表 

 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 田﨑 博実 

 次年度に関する報告事項は特別御座いません。 

 

 

   

 

 

 

 

 

◎奉仕プロジェクト ラオス小児病院支援 

               委員長 関岡 俊二 

  本日は小泉会長より支援品の目録を贈呈致しますの 

でお受け取り下さい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ☆贈呈 ラオ・フレンズ小児病院支援目録 
                会長 小泉 博 

ラオ・フレンズ小児病院支援の目録を贈呈致します。

赤尾さま始め皆様に宜しくお伝えください。 

 

【 諸事報告 】 

 

◎各委員会・他 

 ☆最終例会のご案内    

ＳＡＡ・親睦委員長 三田みよ子 

  日 時 : ６月２１日 １８：３０～２０：００ 

場 所： 京王プラザホテル多摩 ４Ｆ「アポロ」 

※奥様(ご主人様)のご出席を賜り、一年間の思い出を

語り合い、楽しく今年度を締めくくりたいと思ってお

ります。 

 

◎出席報告      出席奨励委員会 田﨑 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        5名                             

計                21名 

出席率    21/29  = ７２.４１％ 

第1232回例会（5/24）訂正出席率 ７９.３１％ 
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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！ 

                                                                                                                             
 



 

◎ニコニコＢＯＸ   ＳＡＡ・親睦委員会 菊池 敏  

 小泉  博 お客様ようこそ 荒川様卓話よろしく 

お願いします。 

 杉山 真一 永野様ようこそ 荒川様 蓮池様卓話 

       よろしくお願いします。 

 田﨑 博実 今年度もあと今日も含めて３回ですね。  

 遠藤 二郎 お客様ようこそ。 

 足立潤三郎 関東もいよいよ梅雨入りですね。 

       荒川様卓話 楽しみです。 

 大松 誠二 水野様、赤尾様の活動をクラブとして 

       応援していきますよ。 

 峯岸  忠 お客様ようこそ。スクラッチ会優勝 

       できました ありがとうございました。 

 関岡 俊二 ﾌﾚﾝｽﾞ･ｳｨｽﾞｱｳﾄ・ｱ・ﾎﾞｰﾀﾞｰ JAPAN永野様 

ようこそ赤尾さんにも宜しくお伝え 

下さい。 

 伊澤ケイ子 森本さん先日のホールインワンおめで 

とうございます。ゴルフ楽しみましょう 

ネ。 

 瀬戸  武 いよいよお中元の季節です。 

 村上  久 荒川様卓話 宜しくお願いします。 

 齋藤 誠壽 お客様ようこそ 卓話よろしくお願い 

       します。 

 森本 由美 ホールインワン達成から1週間。 

       来週には企画発表します。先ずは 

       ニコニコとおやつです。 

       荒川様、蓮池様、ようこそ卓話へ 

       お越し下さいました。 

 中谷 綋子 お客様ようこそ 卓話たのしみです。 

 菊池  敏 荒川様卓話よろしく！ 

 

本日の合計￥３１,０００（累計￥８９４,４０４） 

 

 

◎ご挨拶 

 

地区職業奉仕委員長  

蓮池 攻様 

 

本年度地区職業奉仕委員会活動

にご協力戴きまして、 

感謝申上げます。 

 

 

 

◎卓話者紹介    プログラム委員長 森本 由美 

独立行政法人北方領土問題対策協議会理事長 

荒川 研(あらかわ けん) 様 

学歴:慶応義塾大学文学部研究科史学専攻東洋史(ベト

ナム史)修士課程修了 

職歴:昭和５２年 ４月 明和産業 

     平成  ２年 ４月 三菱商事㈱転籍業務部 

平成 ６年１２月 ハノイ西友出向 社長就任 

 

 

平成１８年 ４月 三菱商事ハノイ事務所 

同年  ９月 ＪＥＴＲＯハノイセンター 

平成２１年  ６月三菱商事㈱退職 

中略 

    平成２２年 ２月独立行政法人北方領土問題対策 

協議会専務理事就任 

平成２４年  1月独立行政法人北対協理事長就任 

 

 

◎卓話「北方領土問題と日露経済協力」 

                  

荒川  研様 

北方領土返還要求運動につい

て、 

北方領土返還実現のための外

交交渉を強力に後押しするた

めには、世代を超えて国民一

人一人がこの問題を正しく理

解し関心を高め、国民世論の結集を図ることが大切です。

そうした認識のもと、全国に都道府県県民会議が結成さ

れ、2月と8月を「北方領土返還運動全国強調月間」と

定め、大会やパネル展、街頭啓発、署名活動など活発な

国民運動が行われております。 

 

北方四島交流事業について、 

１９８１年(昭和５６年)政府は閣議了解により、２月７

日を「北方領土の日」に定めました。この２月７日は、

１８５５年(安政元年)日露両国の国境を択捉島とウル

ップ島との間と定めた「日魯通好条約」が伊豆の下田で

平和裏に署名された日です。 

 

１９９１年(平成３年)、ソ連側から日本国民と四島住民

との交流を行うことが提案され、翌１９９２年(平成４

年)から旅券(パスポート)・査証(ビザ)なしの北方四島

交流事業が始まりました。北方四島交流事業は北方領土

問題の解決を含む日露間の平和条約締結問題解決のた

めの環境整備を目的として、北方四島在住ロシア人との

相互理解を促進するために実施をしています。 

 

 

独立行政法人 北方領土問題対策協会 

〒110-0014 東京都台東区北上野１－９－１２ 

住友不動産上野ビル9階 TEL03-3843-3630 

http://www.hoppou.go.jp/ 

 

 

 

◎お礼と閉会点鐘        会長 小泉  博  

 

（今週の担当 遠藤 二郎） 

 


