
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                               
                                                                                                                              
 
 
 

 

 

 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員会 林田 敏誠  

◎点鐘              会長 小泉  博  

 

◎ロータリーソング「それでこそロータリー」  

ソングリーダー  菊池 敏 

 

 

 

 

 

 

   

◎お客様紹介           会長 小泉  博   

 卓話講師  

たまロケーションサービス代表 柴田 孝司様 

     〃    副代表 鳥居 俊平太様 

               

◎会務報告・幹事報告      会長 小泉  博  

★第15回定例理事会の報告 

①ロータリー青少年交換派遣学生の推薦クラブﾞ受け入

れについて･･･ 八王子市在住１5歳の男子高校生推薦 

クラブとなることを決定｡ 

②社会福祉協議会チャリティゴルフ大会への1万円 

協賛決定 

③座禅例会の収支決算の報告 

 

★重要なお知らせ 

･次週､細則改定を行いますので､内容については本日､ 

メールまたはFAXにてお伝えしましたので確認下さい｡ 

議論ではなく､賛成投票ですのでぜひ出席して下さい｡･ 

 

･本日臨時理事会を開催し､新会員候補者の会員資格の 

承認をしました。本日より7日以内に文書による異議 

申し立てがなければ会員になります｡ 

 

★幹事報告 

【配布】新入会員候補のお知らせ 

【回覧】ハイライトよねやま207 ･ 最終例会出欠表 

 他クラブ例会変更は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 

★会務報告は､特にありません｡ 

 

ニコニコBOXが前回例会までの累計で､およそ89万円 

です｡ これは次年度奉仕プロジェクトと親睦活動の 

原資となります｡ 例会はあと1回ですから､頑張って 

100 万円目指しましょう｡ 

  

 

【 諸事報告 】 

◎出席報告      出席奨励委員会 入沢 修自 

会員総数                30名 

出席義務免除者           8名 

出席者数 出席義務者           15名 

出席免除者        5名                             

計                20名 

出席率    20/27  = ７４.０７％ 

第1233回例会（5/31）訂正出席率 ７７.７８％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ ＳＡＡ・親睦委員会 足立潤三郎 

 

 小泉  博 皆さんコンニチワ お客様ようこそ 

       卓話よろしくお願いします。 

 萩生田政由 柴田様、鳥居様卓話楽しみです。 

 田﨑 博実 ガンバレ 100万円越！ 

 入沢 修自 シバタさんお久しぶりです。 

       柴田さん鳥居さん本日よろしくお願い 

します。 

 遠藤 二郎 柴田様、鳥居様ようこそ卓話宜しくお願 

い致します。 

 村上  久 たまロケーションサービス柴田様卓話 

       宜しくお願いします。 

 徳原  透 柴田様、鳥居様卓話楽しみにしています。 

 三田みよ子 いよいよ来週は最終例会です。 

       皆さんで盛り上げニコニコBOX、頑張 

りましょう。 

 中谷 綋子 卓話楽しみです。 

 林田 敏誠 お客様ようこそ。 

 初野 有人 パンダの赤ちゃんがんばれー。 

 菊池  敏 卓話楽しみにしております。 
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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！ 

                                                                                                                             
 



 森本 由美 柴田さま 鳥居さま、ロケの最中にも 

かかわらず、ようこそ。 

卓話よろしくお願いします。 

 伊澤ケイ子 本日の卓話楽しみです。 

 齋藤 誠壽 いよいよ梅雨に入りました。 

       しばらくうっとうしいですネ。 

 田村  豊 お客様ようこそ、卓話楽しみです。 

 足立潤三郎 柴田様、鳥居様卓話楽しみにしています。 

 

本日の合計￥２６,０００（累計￥９２０,４０４） 

   

☆ホールインワン            森本 由美会員 

5月31日東京多摩ｸﾞﾘ-ﾝﾛﾀﾘｰｸﾗﾌﾞｺﾞﾙﾌ同好会ｽｸﾗｯﾁ会､

東京よみうり倶楽部6番ﾎｰﾙﾚﾃﾞｨｽﾃｨ 150 ﾔｰﾄﾞにてﾎｰﾙ 

ｲﾝﾜﾝを達成しました｡ ｸﾗﾌﾞのﾒﾝﾊﾞｰ様とお祝いを 4 つ

企画致しました｡   

(1) ｺﾞﾙﾌ仲間と懇親会を致しました｡   

(2) 他のﾛｰﾀﾘｱﾝの方々には記念品を差し上げたいと

思います｡ 

(3) これからﾎｰﾙｲﾝﾜﾝを達成する方に向けて､記念のﾄ

ﾛﾌｨを製作しています｡ 

(4) 達成記念の賞金3万円を用意させていただき､ﾎｰﾙ

ｲﾝﾜﾝまたはｱﾙﾊﾞﾄﾛｽ達成者にﾄﾛﾌｨと賞金を差し上

げたいと思います｡(2020年までに) 

 

◎卓話者紹介   プログラム委員長 森本 由美 

たまロケーションサービス 

平成21年市民団体として設立 

活動内容 : ﾛｹ撮影の誘致･公共施設の使用受付等 

 ◎卓話   

ロケの街「多摩」“テレビ・映画で出合う街” 

を盛り上げて 

                                  柴田 孝司様 

                  鳥居俊平太様 

◆映画「一週間フレンズ」のロケ地紹介(映像で) 

                                  鳥居俊平太様  

 

･桜が丘住宅街 ･ 聖蹟桜ヶ丘駅周辺 ･ 階段 ･ 

坂道などで撮影しました｡ 

･上映は終わりましたが､8月にＤＶＤが出ます｡ 

･先日､主演の男優さんの衣装を展示しましたが､ 

 女性に大人気でした｡ 

 

〈主な撮影場所〉 

  いろは坂 ･ 定番の階段 ･ 聖蹟桜ヶ丘駅前VITA･ 

  多摩センター駅前 

〈ＣＭ･ドラマに使用された多摩〉 

 ゆうパックＣＭほか･･･小栗川 ･ 多摩センター 

  イルミネーション ･ 牧場の跡地 

 

◆たまロケーションサービスの紹介 

柴田 孝司様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･仕事 : 多摩市のロケ地を手配､紹介 

･ロケ地 : 多摩市内の公共施設､民間施設 

･活動 : 一言でいえば､牡蠣鍋です｡ 

         → 汗かいて､ 恥かいて･････ 

･発足 : 平成21年 3月 4日(9年目です) 

･組 織 : 任意団体 

･会 員 : ７０名 ｡ 運営は １０名前後でﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ｡ 

･会 費 : 年 1,000円 / 賛助会員企業 年5,000円 

 

･年間問い合わせ件数 : 1,170件 

･年間ロケ実施件数 : 145件 

  二日に一回はどこかでロケをやっています｡ 

件数は､設立以来増加してきたが近年は少し 

足踏み状態です｡ 

    ･桃栗3年ならぬ､やりくり８年という状況です｡ 

 

・課題としては､ 

 ・新規会員･賛助会員の獲得 

  ロケ地の提供 → 記録より記憶に残ること 

･平成27～29年の計画/実施したこと 

  公共施設の受け入れ態勢の改善 

  学校施設の独自開拓 

  永山など3地区で市民の皆さんとの交流 

  会員の皆さんとは､新年の情報交換会 

  東映のスタジオ見学会 など 

 

･市民の反応も好意的なものに変わってきました｡ 

 

･「経済」「観光」「教育文化」のそれぞれの環を 

大きくして行くことが務めだと思っています｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎お礼と閉会点鐘        会長 小泉  博  

 

（今週の担当 瀬戸  武 ） 


