
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                        
 
 
 

 

 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員 林田 敏誠 

◎点鐘              会長 田﨑 博実

◎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 田﨑 博実 

 米山奨学生    ペルチェ ジャン シャルル君 

 

◎会務報告           会長 田﨑 博実 

本日はとても暖かいですね。こういう季節になると、 

三寒四温という言葉が使われるようになりますね。そ 

こで、三寒四温の意味を調べたところ、３日寒い日が 

続くと４日温かい日が続くというように、1週間周期 

で天候が変わることを言うのだそうです。もともとは 

中国の冬の言葉だったのだそうで、2月の季語なの 

だそうです。最近は、3月から4月にかけてだんだん 

暖かくなっていく時期に使われるようになりました。 

この様に言葉の意味というのは、だんだんと変わって 

いくものですね。 

＊3月7日に定例理事会を行いました。１．ＳＡＡか 

らの提案があった花見例会（4月11日）を承認致しま 

した。２．斎藤会員より提出があった退会届を受理致 

しました。 
◎幹事報告           幹事 峯岸  忠 

配布：２０１８・１９年度奉仕プ

ロジェクト協議会資料。お花見移

動例会のご案内（ご家族宛案内

状） 

 

回覧：＊「奉仕のつどい」参加再

度のお願い、 

＊ローターアクト第38回年次大会案内、 

＊地区内スポーツ・文化支援関連企画「東京オリンピ 

 ツク・パラリンピックマラソンコースを歩こう会」、 

＊多摩東グループＩＭの懇親会場変更のお知らせ、 

＊ハイライトよねやま216号、 

＊東京目黒ＲＣ５０周年記念式典ご案内、 

＊お花見例会出欠表、 

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     次年度幹事 菊池  敏 

 本日は特にございません。 

【 委員会報告 】 

◎各委員会・他 

＊京王プラザホテル多摩より   徳原  透会員 

ホテルの駐車場が少なく満車になることがあります。

その際は隣のタイムズ駐車場も契約しておりますので

御利用下さい。 

◎出席報告     出席奨励委員会 入沢 修自 

会員総数                28名 

出席義務免除者           7名 

出席者数 出席義務者           13名 

     出席免除者        6名 

          計          19名 

出席率    19/27  = ７０．３７％ 

第1262回例会（22/27）訂正出席率 ８１.４８％ 

◎ニコニコＢＯＸ ＳＡＡ・親睦委員会 小泉  博 

田崎 博実 何とか次年度奉仕プロジェクト決めて 

下さい。 

峯岸  忠 いよいよ春本番ですね 菊もスタート 

      しました がんばります。 

林田 敏誠 春風の心地よい季節になりました。 

菊池  敏 いよいよ次年度奉仕プロジェクト企画 

会議の時期となりました 皆様宜しく 

お願いします。 

 足立潤三郎 奉仕プロジェクトいいお話合いが出来 

るといいですね。 

 伊澤ケイ子 春らしくなりましたネ。 

 森本 由美 今日受付した時の寂しさ。 

       もっとメンバー増えればいいのにネ。 

遠藤 二郎 もうすぐ春ですね。 

初野 有人 ”書きかえ“か”改ざん“が今年の 

      流行語大賞でしょうか。 

関岡 俊二 暖かくなりましたね。 

大松 誠二 奉仕プロジェクトにすてきなアイディ 

      アを待ってますよ。 

小泉  博 あたたかくて良い天気 でも花粉症 

       だけ何とかして‼ 
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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 田﨑 博実  幹事 峯岸 忠  会報・記録委員長 入沢修自 
副委員長 吉沢洋景 委員 大松誠二 関岡俊二 小泉 博 遠藤二郎 
堤 香苗 田村 豊    HP： http://www.tamagrc.join-us.jp/      

 

 

  
                                                                                                                          

 

 

        

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

  

    
      

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 
        ２０１7～２０１8 年度 

 

頑張れ！多摩！ 

会 報 

                                                                                                                             

 



 本日の合計￥１９,０００（累計￥７３４，２０１） 

 

◎奨学金授与 ペルチェ ジャン シャルル君 

           会長 田崎 博実 

春休みはありませんがお花見はしたいと思っています。 

 

【次年度奉仕プロジェクト企画会議】 

    司会進行    次年度幹事  菊池  敏 

 

◎開会挨拶       次年度副会長 萩生田政由 

 次年度三田会長より、本日の大事な席に欠席して申

し訳ありません。皆様から沢山の御意見を頂いてくだ

さいとの事です。 

 2月の被選理事会において、次年度の奉仕プロジェ

クトは入沢統括委員長に一任することになりましたの

でよろしくお願い致します。 

 

◎奉仕プロジェクト進捗状況報告  

次年度幹事 菊池 敏  

 先週「炉辺会合」を開きました。その内容を入沢統

括委員長から御説明お願い致します。 

 

◎炉辺会合報告    

奉仕プロジェクト統括委員長 入沢 修自 

 3月4日に「炉辺会合」を行いました。皆様の意見

が出やすい様に、本日配布致しました資料に、大きな

三つの対象者を提案致しました。 

 コーディネーター           大松 誠二 

 今迄は、こういった席で皆様の意

見をポストイットに書いて出して

頂きましたが、今年度はある程度の

方向を炉辺会合で話し合い、三つの

方向性をまとめてみました。 

「障害者福祉」 

１．「補助犬」とふれあい、補助

犬制度を支援する活動（例）盲導犬、聴導犬、介助犬

とのふれあい事業活動 

２．都立多摩桜ヶ丘学園や島田療育センターへの支援

（例）島田療育センターでのイベント参加 

３．皆様の提案がございましたらお願いします。 

「高齢者福祉」 

１．老人ホーム慰問活動 

（例）特別養護老人ホーム「白楽荘」への慰問 

   現在ロタキッド少年少女合唱団が慰問活動中 

   遠藤会員から、三田会長が率先してフラダンス  

   の慰問公演実施の提案。 

「子ども達を対象とした事業」 

１．消防少年団、ボーイスカウト等との共同事業及び 

  支援 

２．市内の子ども食堂への支援 

３．中学校に対する出前講座 

会員自らの仕事や、現場の声 

等をお話する。 

４．フアーストブック（生後４ヶ 

月検診の時、最初の絵本との 

出会い）配布への支援 

 

「あなたの考える奉仕プロジェ

クト」 

対象者：障がい者福祉・子ども対 

    象・高齢者・その他（いずれかをマルで囲む） 

事業内容：自由に記載 

提出期限：平成３０年３月２８日夜例会 
※ＲＩのプログラムについては、各年度の工夫はあり 

 ますが、当然やるものとして！ 

 

初野会員より：医療の立場から大規模災害に備える災

害訓練を行っています。その際重症患者を運ぶストレ

ッチャーが、各病院で足りません。感染対策としての、

治療に際して医師が使う手袋、ガウンの備蓄品も足り

ません。この様な支援も提案します。 

吉沢会員より：同じく災害時、感染予防の為、死体を

入れる袋も必要になると思います。 

足立会員より：それぞれの提案にどれ程の費用がかけ

られるのか、予算額を示してもらえれば、支援を考え

るについて参考になると思います。 

大松会員より：予算は例年の如く、全体で２０～３０

万円の単位と思います。 

３月２８日の夜例会までに皆様の御意見をメール又

はフアックスでお知らせ下さい。 

４月１８日に２回目のクラブ協議会を行いますので

多数の御意見をお待ち致します。 

 

◎会議の総括               

 奉仕プロジェクト統括委員長 入沢修自 

ロータリーが行う奉仕活動とはどうあるべきか、これ

まで私達は単独で事業を開催しなければならないとい

う事が頭にあったのですが、理念あ

りきで動いていると何か堅苦しくな

ってしまわないか、単独で開催する

事がなかなかむずかしく、自治体や

関連団体と関わる事もよく考え、横

のつながりを大切にしていかなけれ

ばならないと思います。もう一つ予

算の問題ですが、連絡協議会でも意

見が出ました。三つの提案すべてをやればよいのです

が、それにはかなりの予算確保が必要ですし、現状は

難しいと思います。それには会員を拡大する事業を考

えていかなければならないと思います。ともあれ、今

回の提案に対して、皆様一人一人が随処に主となって

活発な御意見をお願い致します。 

 

◎閉会点鐘          会長 田﨑 博実 

 

（今週の担当 関岡 俊二） 


