
 

                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                         
◎司会      ＳＡＡ・親睦委員会 岩野 京子                             
 

◎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 

 岡山西南ＲＣ           椎原 裕二様 

 

◎会務報告           会長 伊藤 英也 

１．11 月 30 日に来年 6 月に開催予定のプロアマチャ

リティゴルフについて、今年度は当クラブがホス

トということで、会長・幹事と菊池会員で多摩プ

ロゴルフ会の方と打ち合わせを行いました。クラ

ブとしての取り組み姿勢を明確にして実施したい

と考えています。 

２．12 月 1 日、第 4回グループ協議会に会長・幹事と

事務局で出席した報告を行います。 

✽次年度の多摩東グループのガバナー補佐は調布ク

ラブの岩倉哲二さんです。 

✽次年度、当クラブは青少年交換の学生を受け入れ

ますが、地区としては日本を第 1 志望とする学生

しか受け入れない。また、全学生 7月 30日にまと

めて来日させ、2 泊 3 日のオリエンテーションを

行ってからホストクラブに引き渡す、という事で、

当クラブの提案が大幅に取り入れられました。 

３．先週 12 月２日の定例理事会の報告です。 

第１号議案 クリスマス例会の企画及び予算を承

認しました。 

第２号議案 11月 4日のガバナー訪問の経費は全

額クラブ負担とし、改めての会費徴収は行わない

ことと致しました。 

第３号議案 1 月 6 日は寿例会で、通常の夜例会

と同様に行うが、飲物はクラブ負担とする。 

◎幹事報告           幹事  宮本  誠 

  今週の金曜日は事務局の當間さんがお休みとなり

ますので後了解下さい。 
 

【 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    ２４名 
            出席義務免除者   ４名                                                      

            事前ＭＵ      ０名  
  出席率             ７７．７８ ％ 
 
第 903回例会（11/25）訂正出席率６１．１１％  
 
◎ニコニコＢＯＸ   ＳＡＡ・親睦委員会 

                 津守 弘範 

椎原裕二様 今年１年お世話になりました。 

      来年もよろしくお願い致します。 

伊藤 英也 三田さんイニシエーションスピーチ 

      楽しみです。吉沢先生卓話よろしく 

      お願い致します。 

足立潤三郎 三田さんイニシエーションスピーチ 

      楽しみにしています。 

赤尾 恭雄 吉沢さん卓話ご苦労様です。三田さ

んイニシエーションスピーチ頑張っ

て下さい。 

萩生田政由 三田様イニシエーションスピーチ楽

しみにしています。 

大松 誠二 三田さんスピーチ頑張ってね。 

      吉沢先生よろしくお願いします。 

岩野 京子 三田さんイニシエーションスピーチ 

      楽しみにしています。 

伊澤ケイ子 三田さんイニシエーション楽しみで

す。 

片山 哲也 今日はインフルエンザ予防のため 

      吉沢先生の話を聞きに来ました。 

菊池  敏 三田様イニシエーションスピーチ 

楽しみにしております。 

小林 正裕 三田さんのイニシエーションスピー

チ吉沢先生の卓話楽しみです。  

宮村  宏 三田さん楽しみにしてます。 

村上  久 三田さんイニシエーションスピーチ 

      楽しみです。 

  小田 良生 三田さんイニシエーションスピーチ 

        楽しみにしております。 

  齋藤 誠寿 三田様イニシエーションスピーチ 

        楽しみです。 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                                          

 

 

        

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

  

                       

     

          

 

                

             

          
            
 
 
 
 
 
   

     

 
 

 
 
 
 

 

 

             
 

  

    
      

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 



杉田  誠 伊藤会長有難うございました。50年 

       前のことが想い出されました。 

澄川  昇 吉沢さん 三田さんよろしくお願い

致します。 

海野 榮一 三田さんイニシエーションスピーチ 

       よろしくお願い致します。 

津守 弘範 イニシエーションスピーチの三田 

さんの卓話と、インフルエンザ対応

策の話よろしくお願いします。 

  

本日の合計￥２１，０００（累計￥４９９，１１０） 

  

◎その他 

 ☆ＳＡＡ・親睦委員会    委員長 足立潤三郎 

クリスマス例会についてお願いとお知らせです。 

現在 大人56名、子供19名、計75名の予定です。 

参加される方はこれからでも是非どうぞ。また、

クリスマス例会の景品として、3000 円以上の景品

を、任意ですが皆様ご提供をお願いします。 

 ☆ゴルフ同好会        幹事 萩生田政由 

  12 月 22 日府中カントリークラブにて第 1 回親睦

ゴルフ大会を行います。皆様にはご都合をつけて

頂いてご協力頂きたい。３組とってありますので

始めての方も是非ご参加下さい。 

 

≪年次総会≫ 

◎ 開会           会長 伊藤 英也 

 出席報告により定足数を満たしているため総会は

有効に成立しております。 

◎ 次年度役員理事承認決議  会長 伊藤 英也 

  会長エレクト  小泉 博 

  副会長     大松 誠二 

  幹事      菊池 敏 

  会計      伊澤ケイ子 

  ＳＡＡ     萩生田政由 

  理事      伊藤 英也 

  理事      小笠原 悟 

 以上７名の方が次年度役員理事として承認されま

した。次年度会長の宮村宏会員とこの７名が次年

度役員理事ですので宜しくお願いします。 

◎ 閉会           会長 伊藤 英也 

 

◎卓話 

＊新型インフルエンザ対応策について  

   会員 吉沢 洋景 

従来は 1cc 入りのワク

チンのビンでしたが、

現在 10cc 入りのビン

（おおよそ 18 人分）が

多く出回っていること

で、小さな診療所では

大変混乱しています。

一般患者と接種希望者

を完全に分けなければ

ならないという政府か

らの制約もあり、一人あたりの問診などに 15 分かかる

ことを考えれば 1 時間に 4 人だけ。また一度開けたビ

ンは 24 時間以内に使い切り、残ったものは破棄しなけ

ればならないのでとても使いづらくなっています。 

皆さんこれからどう対処するかですが、新型での死亡

例がクローズアップされていますが、従来型の方がそ

の可能性が高い、あるいは同等といわれているので、

新型ばかりを恐れず、従来型の予防もしてほしいと思

います。もし、インフルエンザに感染したと思ったら、

48 時間以内に医療機関にて検査を受けてください。従

来の特効薬がよく効いているのでことさら恐れること

はありません。ほとんどの人は翌日には解熱します。 

＊＊＊会員の皆さんからの質問にも詳しくお答え頂     

き有難うございました＊＊＊ 

 

＊イニシエーションスピーチ  会員 三田 みよ子 

私は親元から早く離

れ大都会で活躍した

かったので、川崎に

出てきました。今は

保険の営業をしてい

ますが、好奇心旺盛

なので沢山の方にお

会いして、勉強にな

ることも多いです。

営業は毎月過酷なノルマがあり、入った当初は本当に

慣れなくて、女性ばかりの職場でいじめや、辛いこと

も結構ありました。何度退職願をだしたことか・・・

そんな時に『辞めるのは簡単だけど、お母さんに対し

て入ってくれたお客さんはどうするの？その方たちの

気持ちを無にするの？』と高校生の娘に言われました。

そのときにハッとして、「こんなことでは・・」と奮起

して続けています。家族の支えがないと本当にこの仕

事は出来ないと思います。今は組合や会社のリーダー

をやったり、ロータリーにも入会したりと正直本当に

忙しいです。でもこれだけ忙しいというのはこの不景

気の中、贅沢な話です。また、末期癌で亡くなった知

人の言動に触れ、当たり前のように 1日 1日過ごすこ
と、お金が有る、無いではなく、健康であるというこ

とが本当に幸せだと痛感しました。こうして皆様に出

会えてこんな機会を頂いて、本当にこの会に入るとき

には不安でしたが暖かく迎えて頂き本当に幸せです。 

＊＊素晴らしいスピーチ有難うございました、全てを

記載できないで申し訳ありません＊＊ 

 

 ◎点鐘            会長 伊藤 英也 

 

           （今週の担当 小泉  博 ） 

 

 


