
 

                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                         
◎司会      ＳＡＡ・親睦委員会 津守 弘範  

                             
 

◎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 

  来客なし 

 

◎会務報告           会長 伊藤 英也 

 

第５回定例理事会（10/07 開催）報告 

① 10/21 ガバナー補佐を迎えてクラブ協議会テーマ 
１．「20 周年記念式典および事業」について 

２．10/14「救急救命講習プロジェクト」について 

３．10/16「ポリオ撲滅チャリティゴルフ」 

４．11/05 予定「障がい者テニススクールプロジェ

クト」計画の確認 

② 次年度役員理事候補指名のため、クラブ細則第１

条第１節により指名委員を選出（8名） 

委員長小坂一郎 委員大松誠二 菊池敏 関岡俊

二 村上久 伊澤ケイ子 伊藤英也 宮村宏の各

氏にお願いする。11/05 までの決定を要請します。 

③ 前年度決算報告に伴い、今年度の補正予算を決定
した（別添補正予算書を参照のこと） 

④ ポリオ撲滅チャリティゴルフの予算について 
１． 会場横断幕製作費￥30000-の支出 

２． パーティ飲み物代および会員の昼食代を一部 

負担する。 

３． 会員にチャリティ（¥4000）をお願いする。 

 

◎幹事報告           幹事  宮本  誠 

① 補正予算についての補足説明 

前年度の繰越金およびニコニコ会計が確定し、ま

た会員数を 37 名として収入金額を補正した。その

結果予備費が約 438 万円に増額されたので、事業

計画をより積極的に進めてほしい。 

 

 

 

 

 

② 予定しているプロジェクト、救急救命講習、ポ 
リオ撲滅チャリティゴルフへの参加を重ねてお願

いしたい。 

③ 米山奨学会の決算書を回覧したので眼を通してく
ださい。 

 

◎新会員入会式          

 

《 三田 みよ子会員 入会式 》 
進行         会員増強委員長 村上  久 

 

Ⅰ新会員紹介       推薦者 村上  久会員  

職業分類：生命保険 

事業所 ：三井生命保険株式会社（多摩市永山） 

推薦者 ：村上  久会員 

 

Ⅱ 入会証書授与・バッヂ貸与並びに歓迎の辞 

                会長 伊藤 英也 

 

Ⅲ 会員証授与         幹事 宮本  誠  

 

Ⅳ「四つのテスト」授与    

ロータリー財団委員長 伊澤ケイ子 

 

Ⅴ 所属委員会発表およびアドバイザー指名 

                会長 伊藤 英也 

  ☆アドバイザー：村上 久会員 伊澤ケイ子会員 

  ☆所属委員会 ：ＳＡＡ・親睦委員会 

 

Ⅵ 写真撮影  新会員・会長・幹事・アドバイザー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                

 

 

        

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

  

                       

     

          

 

                

             

          
            
 
 
 
 
 
    

     

 
 

 
 
 
 

 

 

             
 

  

    
      

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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会長 伊藤 英也   幹事 宮本 誠  
会報・記録委員長 小泉 博   委員 萩生田政由・片山哲也・小林正裕 
副委員長      大松 誠二   小田良生・海野榮一・山田勍・吉沢洋景 



 

Ⅶ 新会員挨拶          三田みよ子会員 

入会を光栄に思っています。４つのテストをしっか

り受け止めていきたいと思っています。 

 

【 委員会報告 】 

◎出席報告    出席奨励委員会 杉田  誠         

  会員総数              ３８名 
  出席義務者数            ３２名 
  出席者数     出席義務者    ２２名 
           出席義務免除者   ５名                                                      

           事前ＭＵ      ０名  
  出席率            ７２．９７ ％ 

第８９３回例会（9/16）訂正出席率６９．４４％  
◎ニコニコＢＯＸ  

ＳＡＡ・親睦委員会 遠藤 二郎 

 

伊藤 英也 三田みよ子さんご入会おめでとう。 

      小田先生卓話宜しくお願いいたしま 

       す。          

  宮本  誠 先日の 20 周年記念企画委員会の 

        お茶の残りでーす。 

  阿部 華歌 三田さんご入会おめでとうございま 

        す。 

  足立潤三郎 三田さんご入会お目出とうございま  

        す。台風接近心配ですね。 

  赤尾 恭雄 小田さん、卓話ご苦労様です。 

  遠藤 二郎 三田みよ子さんご入会おめでとう 

        ございます。 

  萩生田政由 三田みよ子様御入会おめでとうござ  

        います。今後宜しくお願いたします。 

        小田様卓話、楽しみにしています！ 

  岩野 京子 三田さん入会おめでとうございます。 

        小田様卓話楽しみです。宜しくお願 

        いします。 

  伊澤ケイ子 三田みよ子様ご入会おめでとうござ

います。小田さん卓話楽しみにして

ます。 

  片山 哲也 小田さん、卓話楽しみにしています。 

  宮村  宏 三田さん入会おめでとうございます。 

        小田さん卓話楽しみです。 

  村上  久 三田さん入会おめでとう。小田さん 

        卓話楽しみにしています。 

  中谷 綋子 うっとうしい雨ですね。 

  齋藤 誠壽 台風が気になります。小田様卓話 

        楽しみにしております。 

  関岡 俊二 三田みよ子さん入会おめでとう 

        ございます。 

  津守 弘範 台風が接近しております。注意が 

        大切ですね。 

  海野 榮一 小田さん卓話宜しくお願いします。 

   

  本日の合計￥20,000（累計￥296,810 ） 

 

 

 

 

◎その他 

  ☆特別事業認定プロジェクト委員会  

委員長 足立潤三郎 

10/14 当日の集合は朝 8:45 でお願いします。多摩消

防署は火災による死亡０を 1000 日間達成しました。

それを祝して、小笠原会員の協力を得てハトを飛ば

すこととしました。  

 ☆ポリオ撲滅チャリティーゴルフ 

             実行委員長 萩生田政由 

10/16 の当日担当役割分担表を配布しました。まだ

応援が必要です。ゴルフ参加以外の方もご協力をお

願いします。 

◎卓話「公証人をご存じですか」 

                小田 泰機 会員 

 私は公証人を７年やっていますが、公証人について

ほとんどの人に知られていません。毎年公証週間を開

催しています。公証制度は明治８年からの歴史があり

ます。私の公証役場は多摩センター駅前にあります。

公証人は、法務大臣の任命する国家公務員で、法務局

に所属しています。公務員ですが、国からは給与は支

給されず、それぞれが自営の形で公証業務を営んでい

ます。その意味では、特殊な公務員ですが、法令に定

められた守秘義務等の公務員としての義務や責任を負

担しており、その点

では他の公務員と

異なることはあり

ません。公証人の多

くは、弁護士等と同

様の法曹有資格者

で、検察官、裁判官

等として３０年以

上の職務経験を有

する者ばかりです。

公証人が仕事して

いる場所が公証役

場です。「役場」とは古めかしい呼称ですが、公証役場

はおよそ 300 あり、公証人は 540 名余りいます。その

主たる仕事は、公正証書の作成、私文書の認証の付与、

確定日付の付与の３つです。公正証書には、契約書・

遺言書のほか将来の紛争に備えて証拠として残してお

く事実事件公正証書もあります。私文書の作成が争わ

れないように依頼者本人が作成したことまた本人が署

名したことを証明するのが私文書の認証の付与です。

会社・社団・財団の設立には必ず必要な定款の認証も

含まれます。確定日付の付与とは、依頼者が作成・持

参した私文書に確定日付を押印することで、将来、作

成日が争われた場合有効です。公証人の仕事は将来の

紛争の防止です。そのために予防司法ともいわれます。

法律相談だけでしたら無料ですが、そういうボランテ

ィア活動も必要かなとも思っています。 

 

 

 ◎お礼と点鐘        会長 伊藤 英也 

 

           （今週の担当 大松 誠二 ） 



 

 

                                                                                                                                                      

 

 

《特別事業認定書取得プロジェクト》  

救急救命講習会 

☆８：４５多摩消防署「火災による死亡者 0人 

 1,000 日達成祝賀会式典」に参列 

 

         *祝賀放鳩  小笠原 悟 

 
◎司会      ＳＡＡ・親睦委員会 足立潤三郎 

                             
 

◎点鐘             会長 伊藤 英也 

 

                                               

◎ロータリーソング 「奉仕の理想」 

           ソングリーダー 菊池  敏 

 

 

◎お客様紹介          会長 伊藤 英也 

 多摩消防署副署長         安保 孝志様 

  〃   管理係長        中島 稔 様 

 東京救急協会指導員        大梶 善明様 

 元会員              杉野志保子様 

◎会務報告           会長 伊藤 英也 

 ・報告は特にありません。 

 ・松川署長様に署員の皆様、本日は、火災による 

  死亡者０人の１０００日達成おめでとうございま 

  す。 

 

 

 

◎幹事報告           幹事  宮本  誠 

 ・多摩消防署の皆様、今日救命講習等で１日お世話 

  になります。 

 ・１０月１６日のチャリティーゴルフ 

  １０月２１日のクラブ協議会と続きますが、皆様 

  のご協力を宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

【 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              ３８名 
  出席義務者数            ３２名 
  出席者数     出席義務者    ２０名 
           出席義務免除者   ５名                                                      

           事前ＭＵ       名  
  出席率            ６９．４４ ％ 
第 895回例会（9/30）訂正出席率 ８５.７１％ 
  
◎ニコニコＢＯＸ ＳＡＡ・親睦委員会 

  
  杉野志保子様 お世話になります。 

  伊藤 英也 多摩消防署の皆様 1日よろしく 

        御指導お願い致します。 

  宮本  誠 はしご車楽しみですね！ 

  阿部 華歌 本日の講習しっかり学んで身につけ

たいと思います。 

  足立潤三郎 1,000 日死者０達成おめでとう 

        ございます。今日は救命講習お世話  

        になります。宜しくお願い致します。 

  赤尾 恭雄 火災死亡０、1,000 日達成！おめで

とうございます。 

  遠藤 二郎 多摩消防署火災による死亡者 0人 

        1,000 日達成を祝して、消防の皆様 

        今日はお世話になります。 

  大松 誠二 救命講習を受けてお互い長生きしま

しょう。（鳩ちゃん無事に帰ったか

な？） 

 萩生田政由 多摩消防署（火災による死亡者 0人 

        1,000 日達成）おめでとうございま

す。 又今日は AED の講習宜しくお

願いいたします。 

 萩生田茂夫 消防署署長様はじめ署員の皆様大変お

世話になります。宜しくお願い致し

ます。 

  猪股 末男 今日はこの良い日をおめでとう御座

います。 

  岩野 京子 本日の講習しっかり学んで身につけ 

        たいと思います。 

  伊澤ケイ子 小笠原さん鳩ありがとうございまし

た。 

  菊池  敏 多摩中央消防署の皆様本日はお世話

になります。 

  小泉  博 素晴らしいハトがみれました。 

  宮村  宏 多摩消防署の皆様ありがとうござい

ました。 

  村上  久 多摩消防署の皆様本日は色々お世話

になります。 
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  中谷 綋子 小笠原さん鳩の放鳩素晴しかったで

す。今日の研修楽しみです。 

  小田 良生 今日は救命講習頑張りましょう。 

  小笠原 悟 救命講習をしっかり勉強したいと思

います。 

  齋藤 誠壽 本日の講習、宜しくお願いします。 

  津守 弘範 多摩消防署での救命講習を受け 

        大変によかったです。 

  海野 榮一 AED 救命講習受講楽しみです。 

  渡辺ますみ 小笠原さんの放鳩の姿が今までで 

        一番行生き々して印象的でした。 

      

 本日の合計￥２８，０００（累計￥３２４，８１０）  

  

◎その他 

 ポリオ撲滅チャリティーゴルフについて 

             実行委員長 萩生田政由 

 １０月１６日は、早朝より１日になりますが、 

 ご協力お願いします。役割は当日に説明します。 

 

 

《普通救急救命講習》 
 

◎多摩消防署副署長 ご挨拶   安保 孝志様 

 皆様方には、日頃から多摩消防の事業に何かと 

 ご協力を頂き誠にありがとうございます。 

 救命講習をしっかりと受講して頂き、地域で 

 役立てて下さい。宜しくお願いします。 

 

◎カリキュラム説明    管理係長 中島 稔様 

 

 

 

 

 

 

 

◎実技講習     東京救急協会 大梶 善明様 

 

◎お礼と点鐘         会長 伊藤 英也 

 

 

《昼食後＋ミーティング》 
 

◎はしご車搭乗体験・記念写真撮影 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎救助隊訓練見学 

 

◎ポンプ隊訓練見学 

 

◎終了お礼挨拶       会長 伊藤 英也 

 

 

 
 

 

 

（今週の担当 萩生田政由 ） 
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