
 

                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                         
◎司会      ＳＡＡ・親睦委員会 足立潤三郎 

                             
◎点鐘             会長 伊藤 英也 

                                         

◎国歌斉唱 

 ロータリーソング 「奉仕の理想」 

           ソングリーダー 吉沢 洋景 

 

◎お客様紹介          会長 伊藤 英也 

 東京八王子北ＲＣ         鈴木 秀男様 

 東京新都心ＲＣ         萩生田富司嘉様 

 多摩消防署長           松川 茂夫様 

 多摩消防署            石川 文昭様 

◎会務報告           会長 伊藤 英也 

１．8月 27日、富士見RC訪問に18名（会員奥様、付き

添い 2 名含）という大勢のご参加ありがとうございまし

た。私たちの訪問により夜例会に変更していただき大

歓迎会を受けました。またロタキッド合宿が行われて

いたのでその激励も行ってきました。28 日はゴルフ組

とハイキング組に別れ懇親を深めて来ました。 

２．本日、例会前に開催した第 4 回理事会の決定事項

を報告します。 

第 1 号議案  

９月２日にガバナー公式訪問について多摩・稲城・

グリーンの３クラブで協議した内容について承認し

ました。詳細は文書にて後日お知らせします。 

第 2 号議案 

     2 名の新入会員候補を承認しました。 

第 3 号議案 

     創立 20 周年記念事業企画委員会より 8 月 20 日

の第 1 回企画会議による基本方針の報告があり、       

承認しました。基本内容は以下の通り。 

＊ メインテーマを障がい者テニスとする。 

＊ 来年 9 月上旬、出来ればパラリンピック優勝者

の国枝氏を招聘してテニススクールを開催。 

＊ 25 日にパルテノン多摩小ホールで式典、国枝

氏の講演を開催したい。 

＊ 同時に 15 周年で設立したロタキッドの成長報

告として合唱演奏を行なう。 

＊ 予算的には参加者負担の軽減に努める。 

第 4 号議案 

     奉仕プロジェクト「障がい者テニススクール」実行 

 

 

 

委員会より予算案が提示され承認しました。合計

385,000 円です。 

   第 5 号議案 

     全国ガバナー会の決定として台風8号の被害を大

きく受けた台湾に義捐金の協力要請がきました。

会員 1人 100円が目処ですがクラブとして 1万円 

       送ることにしました。 

◎幹事報告           幹事  宮本  誠 

 1.新入会員候補 2 名（横倉利夫氏、三田みよ子氏）

が理事会承認さらました。異議は 7 日以内に文書

にて提出してください。 

2.9 月 9 日の屋形船例会の出欠と参加する方は集合

予定地を提出してください。 

3.｢Ｒ財団ニュース」が今年度から発行されるように

なりました。要点のわかり易いものとなっていま

すので目を通しておいてください。 

 
【 委員会報告 】 

◎出席報告        出席奨励委員会 

               小田 良生委員長  

  会員総数              ３７名 
  出席義務者数            ３１名 
  出席者数     出席義務者    ２３名 
           出席義務免除者   ５名                                                      

           事前ＭＵ      ０名  
  出席率           ７７．７８ ％ 
第 890回例会（8/19）訂正出席率８０．００％ 
  
◎ニコニコＢＯＸ   ＳＡＡ・親睦委員会 

                  津守 弘範 

  伊藤 英也 多摩消防署長さんようこそ！ 
        卓話よろしくお願いします。 
  宮本  誠 先日はロタキッド合宿見舞大変 
        有難うございました。充実した合宿 
        ができました。 
  足立潤三郎 松川署長、卓話宜しくお願い致し 
        ます。 
  赤尾 恭雄 多摩消防署長松川様卓話を楽しみに 
        しています。 
  大松 誠二 富士見高原ツアー、色々盛沢山で 
        楽しかったね。皆さんありがとう。 
  萩生田政由 多摩消防署長、松川茂夫様卓話 
 
 
 

 

 

  
                                                                                                      

 

 

        

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

  

                       

     

          

 

                

             

          
            
 
 
 
 
 
    

     

 
 

 
 
 
 

 

 

             
 

  

    
      

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 
        ２００９～２０１０年度 

 

友情そして交流の輪を深め人生を高めよう                
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        宜しくお願い致します。 
  萩生田茂夫 松川署長様卓話宜しくお願いします。 
  岩野 京子 富士見ロータリー訪問行きは村上さ

ん帰りは小田さん運転お世話になり

ました。入笠山ハイキング大変楽し

かったです。 
伊澤ケイ子 先日富士見ロータリー参加し楽しい 

一日でした。小田さんご苦労さまで

した。 
  片山 哲也 消防行政について楽しみに卓話 
        聞かせていただきます。 
  小泉  博 富士見訪問みなさんお疲れ様でした。 
        参加出来なくて残念です……. 
  小坂 一郎 おかげ様で術後体調良好になりまた。                    
  宮村  宏 署長さんようこそいらっしゃいまし

た。 

  村上  久 多摩消防署長 松川様卓話楽しみ 

        にしています。 

  中谷 綋子 消防署長さん卓話楽しみです。 

  小田 良生 富士見イベント 御参加ありがとう

ございました。来年もできたらいい

ですネ！ 

  齋藤 誠壽 屋形舟楽しみにしております。 

  関岡 俊二 松川署長様ようこそ。 

  津守 弘範 多摩消防署長松川さん卓話楽しみに 

        しております。 

  海野 榮一 8 月の誕生日祝いありがとうござい

ました。富士見行脚楽しかったです。 

        多摩消防署長さん卓話宜しくお願い 

        します。 

  ｸﾗﾌﾞｺﾞﾙﾌ部  富士見ゴルフコンペ終了後のパーテ

ィーからのニコニコです。皆さんお

疲れ様でした。 

 本日の合計￥４１，８００（累計￥２１４，８００） 

   

 ◎その他 

奉仕プロジェクト報告 

実行委員長 萩生田 政由 

ポリオ撲滅のチャリティゴルフ大会についての実

行委員会を開催します。 

 

ＲＬＩバッジ贈呈        赤尾 恭雄 

  ロータリーリーダシップ研究会の研修会に参加され卒 

業された人に送られる RLI バッチが小泉 博会員贈 

呈されました。 

   

認知症判定について       齋藤 誠壽 

  配布した用紙にて認知症の判定をしてください。 

 

富士見ロータリー報告  世話役 小田 良生 

  感謝状をおくります。 

 

◆卓話者紹介             足立潤三郎 

 多摩消防署長 松川茂夫氏は、昭和 51年に東京都消

防庁に入所、平成 21 年 4 月に第 20 代多摩消防署長

に就任されました。 

◎卓話 

 松川 茂夫 

多摩消防署長              

「消防行政の動向 

  について」 

東京消防庁平成

21 年度重点施策

が 5 つあります。

本日はその中か

ら 2 つについて

お話いたします。 

1 つめは「住宅用

火災警報器の広

報及び設置促進」です。住宅用火災警報器の設置は平

成 22 年 4 月から義務になりますが、なぜ設置が必要な

のかが重要です。平成 20 年の多摩消防署管轄エリアで

の火災による死亡者のうち警報機のある家庭で

20.1％、ない家庭で 37.2％と大きく死亡率が異なりま

す。いかに火災の早期発見が死亡を避けられるかとい

うことがわかります。また、火災はそこに住んでいる

人が発見したケースが 51％、外の人が 41％、家の人・

外の人両方が 8％、で半数近くが外の人に発見されて

います。これは警報機の音によるものが多いと考えら

れます。このように火災被害をより少なくする効果が

警報機にはあります。警報機の付ける意味は大きいの

で、その普及促進活動として、鉄道・バス・タクシー

等へのポスター掲示歩道橋等への懸垂幕設置、新聞折

込封入、祭りでの普及活動、等々を行っています。 

2 つめは「総合防災教育体系」です。これは防災に関 

する教育を幼児期から社会人に至るまで行うものです。 

到達目標として、『「幼児期」は災害時に身を守る動作 

ができるようにする。「小学生低学年」は身の安全を確 

保できる。「小学生中学年・高学年」は火災の初期消火 

や応急手当ができる。「中学生・高校生・大学生」は地 

域防災の担い手になれる。「高校生」は防火防災におい 

て社会貢献できる。「大学生」は災害発生にボランティ 

ア活動を、また子供たちに防災指導ができる。』等々で 

す。実際に小学生が火災を発見し消防署に通報し消防 

車を誘導し、被害を最小限に留めるという例もありま 

した。小学生でも訓練すればできるものなのです。 

本日は 2つの活動のご紹介でしたが、地域の安全のた 

めにこれらの取り組みを一層すすめていきたいと考え 

ています。みな様のご協力をお願いします。 

 

◎点鐘            会長 伊藤 英也 

 （今週の担当 片山 哲也 ） 


