
 

                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                         
◎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 

 多摩東Ｇガバナー補佐       齋藤 茂一様 

 多摩東Ｇグループ幹事       池田征士郎様 

 多摩ＲＣ 会長          小暮 知則様 

 米山奨学生            李 炯宙 様  

 

◎ガバナー補佐ご挨拶   齋藤 茂一ガバナー補佐 

 今年度は超緊縮財政で、出来るだけクラブの負担を 

減らし事業、増強に力を注いで頂けるようにとさせ

て頂きました。先般のポリオ撲滅チャリティーゴル

フは大勢の方が参加されました事をお喜び申し上げ

ます。11 月 10 日にはグループのコンペもございま

すので宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グループ幹事       池田征士郎グループ幹事 

 入会 2年の未熟なロータリアンでして、他のクラブ 

で皆さんと会いますととても勉強になります。アッ

トホームな雰囲気の中、皆さんに声を掛けて頂きま

してとても良いクラブだ

なと肌に感じております。 

 

 

 

 

 

 

 

◎多摩 RC         会長  小暮 知則様  

 お詫びに来ました。ポリオのチャリティーゴルフが

私の予定表から抜け落ちており、スッポかしてしま

いました。齋藤Ｇ補佐に一緒

に謝ってやるからグリーへ

行こうと誘われ、やってきま

した。大変心苦しいのですが

少しだけポリオの寄付をさ

せて頂きました。 

此をもってご容赦願いたい

と思います。 

 

 

◎会務報告           会長 伊藤 英也 

本日の理事会報告 

１．「救急救命講習」プロジェクトの会計報告を承認。 

２．「ポリオ撲滅チャリティーゴルフ」の決算報告を 

承認。以上２件の報告書は後日配布。 

３．新入会員候補者２名を承認。詳細は別紙を参照。 

４．多摩シネマフォーラム主催の第 19 回映画祭の後 

   援を決定。２万円を支援する。 

５．多摩地区障がい者支援協議会主催の「支援シン  

ポジューム」を支援する事を決定。２万円を寄

付する。 

 

◎幹事報告           幹事  宮本  誠 

１．新会員候補者２人の資料をお配りしてあります。 

   異議のある方は一週間以内に文書にて提出下さ

い。 

２．インフルエンザについて地区から通知。インフ

ルエンザと疑わしい体調の場合は、無理な出席

は決してしないように、理事会として出席扱い

とするよう。 

３．来年２月の東京マラソンボランティア募集のお

知らせが来ている。募集人数が減り、芝・品川・

銀座・日本橋だけに募集。他は特に希望する人

だけ申込を受け付ます。資料は事務局で見て下

さい。 

４．杉並ＲＣが国際交流基金と共催で、バルカン室

内管弦楽団のコンサートが11月6日第一生命ホ

ールであります。興味のある方はチェックを。 

５．会務報告の通り、多摩シネマフォーラムの映画 

 

 

 

 

 

  
                                                                     

 

 

        

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

  

                       

     

          

 

                

             

          
            
 
 
 
 
 
    

     

 
 

 
 
 
 

 

 

             
 

  

    
      

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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祭を支援します。広告掲載の募集要項を配布し

てあります。協力してあげて下さい。去年は宮

村さん・澄川さんがなさっています。11月 5 日

締切です。 

 

【 委員会報告 】 

◎出席報告     出席奨励委員長 小田 良生 

  会員総数              ３８名 
  出席義務者数            ３２名 
  出席者数     出席義務者    ２５名 
           出席義務免除者   ４名                                                      

           事前ＭＵ      ５名  
  出席率            ９１．８９ ％ 
 

第 896回例会（10/7）訂正出席率  81.08％  
◎ニコニコＢＯＸ ＳＡＡ・親睦委員会 

                  津守 弘範 

 伊藤 英也 齋藤ガバナー補佐 池田グループ幹 

       事お忙しなかようこそおいで下さい 

       ました。 

 宮本  誠 齋藤茂一ガバナー補佐、池田征士郎 

 グループ幹事、本日は有難うござい    

       ます。 

 足立潤三郎 先週の講習会お世話様でした。 

       齋藤ガバナー補佐、池田グループ幹  

       事様ようこそ。齋藤一成様ようこそ 

 赤尾 恭雄 齋藤ガバナー補佐、池田グループ      

       幹事、本日はクラブ協議会にご参加 

       ありがとうございます。 

 遠藤 二郎 齋藤ガバナー補佐、池田グループ幹 

       事ようこそ。宜しくご指導下さい。 

 大松 誠二 齋藤様、池田様ようこそいらっしゃ              

        いました。 よろしくお願いします。 

        ポリオチャリティーゴルフ大成功 

        でした。皆さんごくろうさま。 

  萩生田政由 齋藤ガバナー補佐本日はようこそ！ 

  岩野 京子 齋藤ガバナー補佐、池田グループ幹  

        事ようこそよろしくお願いします。 

  伊澤ケイ子 齋藤ガバナー補佐ようこそ。 

 菊池  敏 齋藤ガバナー補佐よろしくお願い 

       します。 

 宮村  宏 齋藤ガバナー補佐、池田グループ幹   

       事 ようこそいらっしゃいました。 

 村上  久 齋藤ガバナー補佐ようこそ。 

小田 良生 齋藤様、池田様 ご訪問ありがとう     

      ございます。 

齋藤 一成 齋藤 茂一さんいらっしゃいませ。 

齋藤 誠寿 ガバナー補佐並びにグループ幹事様 

      宜しくお願い致します。 

関岡 俊二 齋藤ガバナー補佐、池田グループ幹 

      事様ようこそ。 

津守 弘範 齋藤茂一ガバナー補佐、池田征士郎

グループ幹事よろしくお願いします。 

海野 榮一 齋藤ガバナー補佐、池田グループ幹

事ようこそお越し下さいました。 

      よろしくお願いいたしします。 

          

 本日の合計￥２３，０００（累計￥３４７、８１０） 

  

≪クラブ協議会≫ 

               進行  宮本  誠 

◎開会             会長 伊藤 英也 

 

１． 救急救命プロジェクト実施報告と反省 

  特別事業認定書取得プロジェクト委員長

足立潤三郎 

 このプロジェクトは特別事業の１つとして、普通救 

 命講習を受講し全員が認定書を取得する事業です。 

 参加者全員が救命技能認定書を頂きました。また当 

 日は多摩消防署で火災による死者がゼロ、1000 日 

 間達成を祝福して 100 羽のハトを放鳩させて頂きま 

 した。小笠原会員には大変お世話になりました。 

 年度にもう一回やると、実際の場面で実用化できる 

 のではないかと感じています。 

阿部会員：大いに意義がありました。AED は非常に使 

     い易い、やります、役に立たせて頂きます。 

宮村会員：運動量が多く、昼飯が少なかった。心臓マ 

     ッサージに体力を結構使う訳です。 

赤尾会員：救命の技術を身に付けるというのは他人に 

対する究極の奉仕活動です。考えるより体

で覚えることが必要です。また開催して反

復してやることが大事。 

２． ポリオ撲滅チャリティーゴルフ実施報告と 

反省        実行委員長 萩生田政由 

 齋藤Ｇ補佐、新藤直前Ｇも           

ご参加頂き和やかに楽し 

 い一日が過ごせました。親           

睦と奉仕ができた良いプ 

 ロジェクトであった。懇親

会では福井財団委員長、 

 グレース斉藤ポリオプラ 

ス委員長もお迎えしてご祝

辞を頂き、チャリティー金

50 万円を寄贈する事が出

来ました。グレース斉藤さんからは感謝状を頂戴致

しました。 

 

決算報告   会計担当       伊澤ケイ子 

 収入 参加費 714,000、クラブから 74,000、地区関 

    係者から 4万円、当クラブ会員・有志 4万円 

    合計 868,000 円 

 支出 チャリティー寄付 50万円を含むその他合計 

    987,630 円。 

 差額 119,630 円（不足分）はクラブから特別事業費 

 として頂戴致しました。 

赤尾会員：地区でもこのゴルフが話題に登っています。 

     他のクラブでもお考えになるのではと思い

ます。出来れば何クラブかで合同企画する

とか、クラブを越えた活動に進んで行くこ

とが望ましいと思います。グレースさんも

感激し皆さんに協力頂いたとお伝え下さい

とのことです。 



海野会員：スタートの説明で、今日はチャリティーで 

     すからと言って皆さんを送り出したのです

が、もう快く参加頂いた皆さんが golf を楽

しむと同時にチャリティだから粗末な対応

でも、それはよいのだと納得された上で参

加頂いたことは大変嬉しく、終わった後、

達成感があり大変美味しいお酒でした。今

回のテーマは１クラブのテーマではなく、

ロータリアン全体のテーマですから、今年

度はたまたまその役割をやらせて頂いたが

これからもそのまま主催を続けて行くこと

が良いのかどうか、世話クラブあるいは共

同主催にするのかと言ったことを考える配

慮も必要かなと考えます。そんな事を実行

委員会に質問したいと考えます。 

遠藤会員：地区のポリオ委員会の関係で（企画を）持 

     ち込んでしまった状態で皆さんのご協力を

頂いた訳ですが、今回の反省をキチットし

た上で次年度の対応を考えてもらいたいと

考えます。地区次年度の方向付けも出来て

いない状態です。 

猪股会員：今回プレーをした方だけが参加費として 

     お出し頂いたのですが、やらない人でもチ

ャリティ̶ですから幾らか応援しても良い

かなという気がします。 

 

３． 子供１１０番プロジェクト経過報告 

            委員長 萩生田政由           

  皆さんの住所を市役所に届けてあります。プレー

トが市役所から小学校に配布され、青少協と PTA

の協議の上皆さんのお宅にプレートが届くことに

なっています。プレートが届いている所も、まだ

の所もあるようですが何れにしても各事業所・家

の見えやすい所に掲示して頂きたい。これは単に

子供達の駆け込み寺ではなく、こうして子供達を

見守っているという抑止作用が求められています。

またパトロールなどのボランティアにも宜しくご

協力頂きたい。 

大松会員:IT 委員会でもこうした活動をＨＰ．ロータ 

     リーの友などを利用して、広報、アピール

をしてゆきたい。 

 

４． 障がい者テニススクールプロジェクト準備経過

と予定確認 

             実行委員長 小泉  博 

  11 月 5日（移動例会扱）に向けて準備中です。  

現在障がい者の申込

は 19 名。最終的には

去年並の 26名前後の

予定で計画しており

ます。ポスターを各事

業所、市内 30 カ所の

掲示板で、多摩広報、

ニュータウンタイム

ズ紙、多摩ＴＶにも広

報しております。車椅

子テニス協会に広報しています。 

各役割分担の表をお配りしてあります。 

落合中学のボランティア活動の一環にもなって参

加頂いております。 

 

５． 創立 20周年記念式典・事業の方針と企画現況報告       

企画委員会委員 遠藤 二郎 

  基本テーマとして車椅子テニススクールをメイン

に、サブとしてロタキッド少年少女合唱団の活動

記録を披露したい。資金はクラブ保有資金を充て

させて頂く。実施日ですが、宮村エレクトの関係

から車椅子テニスの世界チャンピョン国枝慎吾選

手をお招きしたいと交渉中であります。計画では

10 月 10 日迄にテニススクールを実施したい。式

典は 10 月 23 日にパルテノン小ホールを予約、懇

親会は式典後京王プラザ多摩を予定しています。 

宮村会員：国枝選手は北京パラリンピックの金メダリ 

     ストで世界のＮｏ１です。毎日忙しいので

すが、何とかなるのではないかと思ってい

ます。 

大松会員：テニススクールは提案して始め、今年で 6 

     年目になります。途中で落合中学の皆さん

がボランティア活動として参加されて大き

くなって来ました。来年 20 周年で取り上げ

て頂けるということで、内のクラブだけで

なく他にも拡げられたら良いなと思ってお

ります。 

 

◎ガバナー補佐講評  

 齋藤茂一 齋藤ガバナー補佐 

  多摩グリーンＲＣはなにしろ活力と熱気、団結を

感じました。10・11 月の行事を見ても、よくこれ

だけのものが集中して出来るなと感じました。 

  ポリオチャリティゴルフにしても、大変いい企画

だったと思うし、これからどうするかはグレース

斉藤さんがずーっとコンサートを続けておられる

し、こういう企画を続けて行かれても良いと思う。 

  20 周年では国枝選手の件が是非実現すると良い

と思います。 

 

 ◎お礼と点鐘         会長 伊藤 英也 

 

 

編集後記：救命救急講習で奮闘された宮村会員の名誉 

の為に一言。実地の救命での人工呼吸、心マッサージ 

は非常に体力がいるものです。そうでないと効果が出 

ない。我々でも 10～15 分が限度、顔から汗がポタポタ

落ちます。 

          （今週の担当 吉沢 洋景 ） 

 

 

 

 

 

 

 


