
 

                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                         
◎司会      ＳＡＡ・親睦委員会 津守 弘範 

                             
◎点鐘             会長 伊藤 英也 

                                               

◎国歌「君が代」斉唱 

 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 

 お客様はありません 

 

◎会務報告           会長 伊藤 英也 

例会後、定例理事会を行いますので理事・役員の

皆さんよろしくお願いします。 
今日は企画会議を行いますので、なんとなく肩の荷

が下りたような気がします。皆さん良いアイデアを

出してください。 

 

◎幹事報告           幹事  宮本  誠 

・ 来週は親睦炉辺例会で、関岡さんところの高西寺

で座禅です。間違わないようにお願いします。 

・ ２４日の水曜日は翌日２５日の地区大会に振替で

す。新しい会員の方で意味が良く分からないとい

う方もおられるかも知れませんが、要するに２４

日は例会無し、２５日の地区大会が例会の替わり

ということです。近年、地区大会の出席率があま

りよくありませんが、是非出席して下さい、本来

は全員出席義務があるのですから。参加費は全員

分が年度始めに既に納めてあるので、欠席はもっ

たいないことです。夕方からは懇親パーテイーも

あります。それから新会員の方は、是非とも出席

して経験してみることが大切と思います。開会点

鐘は９時、遅れないよう気をつけて下さい。今年

は１０時半現在の出席報告によって昼食が準備さ

れるということです。それまでに来てないと昼食

なしということになりますので気を付けて下さい。 

・ 銀座新ＲＣよりポリオ撲滅チャリテイー特別講演

とコーラスコンサートの案内が来ています。お手

元に配ってありますのでご覧ください。 

参加される方は事務局に申し込んで下さい。 

・ 東京青山 RC の創立 20 周年記念式典の案内を回覧

しています。出席申し込み期限は 15日です。出席 

 

 

 

希望の方は事務局に届けて下さい。 

・ ２月２８日開催の東京マラソンのロータリアンと

してのランナー募集が来ています。挑戦してみよ

うという方は１０日までに事務局に届けて下さい。 

・ 地区親睦活動委員会の「趣味の交流会」の案内を

回覧しています。興味のある方はどうぞ！ 

 

◎次年度会長報告    会長エレクト 宮村  宏   

１月２０日の臨時被選理事会の報告をいたします。 

・第一号議案 

遠藤二郎会員に地区ポリオプラス委員会より次年度

副委員長の就任依頼があり承認

しました。 

・第二号議案 

たまがわ RC より３月７日の２０

周年記念式典の案内がありまし

た。次年度は我クラブも２０周年

が控えており、次年度役員・理事

も参加の方向で検討いたしました。他の会員、特に

２０周年記念準備委員会の方々の参加もよろしくお

願いいたします。 

来週は被選理事会を開く予定でしたが、座禅修行 

のため、第３週の例会後事務局で開くことにします。 

 
★２０週年実行委員会 実行副委員長 遠藤 二郎 

去年９月からの企画会議３回の決

定事項を報告します。 

車椅子のテニス、創立１５周年記

念で創立したロタキッド少年少女

合唱団のその後の経過発表をメイ

ンテーマといたします。 

式典は１０月２３日にパルテノン

小ホールで行う予定です。会場でＤ

ＶＤを上映するため製作期間も考慮して、１０月１

０日くらいまでに車椅子テニススクールを開催しま

す。会場は一本杉の市民コート、雨天の場合は市民

体育館で行う予定です。 

１０月２３日の式典後の懇親会は京王プラザホテル

「白鳳の間」を仮予約を致しました。 

本日、実行委員会組織を配布させていただきました。 

まだ、５～６月ありますが組織表の広報特に、記録

担当の方々は過去の記録を整理してＤＶＤ製作にか 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                                          

 

 

        

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

  

                       

     

          

 

                

             

          
            
 
 
 
 
 
    

     

 
 

 
 
 
 

 

 

             
 

  

    
      

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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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 
TEL042-372-6463FAX042-372-6491 Eメール tamagrc@tamagrc.join-us.jp  

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 



かる等、時間の掛かる部署ですので早速活動に取り

掛かっていただきたいと思います。 

当日の部署はまだ打ち合わせる事は無いと思いま

すが、各担当委員長が総務委員会委員となっていま

す。全体を総括とり纏めていただきたいと思います。 

 
★第七回障害者テニスススクール収支決算報告 

             実行委員長 小泉  博 

昨年１１月５日の障がい者テニススクールの収支

決算報告書が理事会承認されておりますので、配布

させていただきました。 

予算 385,000 円に対して 404,483 円という、ちょっ

としたオーバーをしてしまいました。写真代と多摩

テレビにお金を支払いました。いつもはサービスで

やっていただいておりましたが、来年は少しご協力

をいただきたい部分もありますので、会長と相談の

上若干お支払いをさせていただきました。例会費を

除きますと 329,483 円ということで処理させていた

だきました。 
 
★ハイチ地震義援金  募金活動委員長 猪股 末男 

皆さん報道等でご承知の通り、ハイチの震災は酷

い被害となっております。少しでも我々の気持ちを

捧げたいと言うことで募金をお願いしたいと思いま

す。この募金は当クラブ独自では無く地区でまとめ

て送るということですのでよろしくお願いします。 

 
★ＩＴ委員会      ＩＴ委員長 大松 誠二 

当クラブのあるメンバーに一度もＨＰにアクセス

した事が無いと言われまして、是非もっと見ていた

だきたいと思い改めてご案内いたします。東京多摩

グリーンロータリー・クラブで検索すればすぐに出

てきます。 

上の方にＲＩの欄があります。ＲＩの会長のメッ

セージとか地区の他のクラブの紹介とかがあります。 

左側が当クラブの来歴とか歴史とか、過去クラブ

会報の欄では創立以来の会報がアーカイブとして入

ってますのでご覧下さい。 

下の方にリンク集やお問合欄があり、その下のク

ラブ会員のページはユーザー名とパスワードで見れ

るページです。パスワードは毎年変わっていますの

事務局までお問合せ下さい。この中には会員の職業

や連絡先などが入っていますので各自確認していた

だきたいと思います。 

今まで申し上げた部分は一年間変わりませんが、

下の欄のクラブ会報、クラブ例会のご案内は随時更

新して行きます。クラブ会報は一番新しいものが載

っています。クラブ例会のご案内は例会の変更など

が入っています。一番右の欄、例会体験は当クラブ

で過去にどんな例会をやったかとか、入会案内は会

の趣旨や会費などが載っていて、会員増強の資料と

しても使えるようになっています。 

その下のお知らせ欄は特別事業等の報告で、障が

い者テニススクール、ポリオプラスゴルフコンペや

ロタキッドがコンクールで３位になった報告などが

載っています。是非見ていただいて、ご意見など寄

せていただきたいと思います。 

★SAA・親睦委員会      委員長 足立潤三郎  

・クリスマス例会会計報告をいたします。 

支出の部パーティー代、これは大人５６名、子供

１９名合計７５名で 460,310 円。それから景品お

よびクリスマス用品は、皆さんからビンゴの景品

をいただきましたが、空クジなしの用意で 73,815

円の景品を購入しました。余興のお礼は三田さん

の娘さんにお願いした 30,000 円、それから生花で

20,000 円、例年の宝くじは大人の人数分、馬券を

当てて縁起が良い菊池会員に買っていただきまし

たが、未だ２億円の報告はございません。それか

らパーティーハットその他で 5,940 円、合わせて

608,065 円。収入の方は、会員２９名の参加で

290,000 円、お客様祝儀 20,000 円、例会費 75,000

円、重点親睦・活動事業費 223,065 円で合計

608,065 円です。 

・次に２月１０日関岡さんの高西寺で炉辺座禅例会

が行われます。多くの皆さんの参加をお願いいた

します。参加費は必要ですが、奥様、お友達など

もご参加いただいて結構でございます。 

＜関岡会員補足＞ 

前に一度やったことがありますが、座禅の組めな

い方も、あまり堅苦しく考えないで・・と思って

います。椅子でも出来ますが、なるべく結跏趺坐、

半跏趺坐を経験してもらいたいと思います。服装

は足が組めるようなラフな服装で結構です。 

・伊藤年度の特別事業として救命講習のプロジェク

トがあります。昨年１０月１４日に消防署で講習

を受けましたが、総仕上げとして２月１７日、当

ホテルに消防署から出張していただいて講習会を

行います。今回は取り扱いの再確認と言うことで

すので、服装には通常のスーツ

などで結構です。 

講習会と合わせて、先ほど猪俣

会員からもありましたハイチの

地震の情報、関東地方の地震の

最新情報などを教えていただく

予定になっております。 

 

★プログラム委員会      委員長 海野 榮一 

２月１７日は本来ならば自然環境との調和という 

ことで、小坂さんご紹介の東京薬科大学の先生に卓

話をいただく予定でしたが、ご不幸があり、急遽、

多摩消防署にプラスミーティングで救急救命講習を

やっていただくことになりました。３月は、土山 録

志プロと一緒にプロアマチャリティーゴルフで中心

的に活躍されてきた多摩ゴルフ会会長の岡部さんに

卓話をお願いしております。３月１７日の炉辺例会

はまだプログラムが決まっておりません。 

 

★ロタキッド合唱団         宮本  誠 

ロタキッドが合唱コンクールで全国３位になり、

そのお祝いに今週土曜日に一本杉の古民家で餅つき

をやります。当クラブとしても何かご褒美を出して

やりたいと思います。重ね重ね恐縮ですが募金箱を

回しますので宜しくお願いします。 



★広報委員会            津守 弘範 

本日お配りしたロータリーの友の１６ページに、

赤尾会員の「ロータリーの倫理の大空に」という原

稿が載っておりますのでどうぞ皆さんお読みになっ

ていただきたいと思います。 

 

【 委員会報告 】 

◎出席報告          出席奨励委員会  

  会員総数              ３５名 
  出席義務者数            ３０名 
  出席者数     出席義務者    ２２名 
           出席義務免除者   ３名                                                      

           事前ＭＵ      １名  
  出席率            ７８．７９ ％ 

第 908回例会（1/13）訂正出席率８１．２５％  
 
◎ニコニコＢＯＸ ＳＡＡ・親睦委員会 

                               三田 みよ子 

 伊藤 英也 いよいよプロジェクト企画会議ですね 

足立潤三郎 萩生田茂夫会員 退院おめでとうござ

います。 

萩生田政由 孫が、爺ちゃんなんで鬼の面を付ける

の！家には赤い鬼が二ついるよ！ 

岩野 京子 今日は節分の日ですネ！ 

伊澤ケイ子 寒いですネ。大雪で喜ぶのは子供だけ 

 ですネ！大迷惑です。 

菊池  敏 今日は節分ですネ！皆様豆をまきます

か ？何つぶ食べますか。 

宮村  宏 10日間留守にして理事の皆様申し訳あ

りませんでした。 

中谷 綋子 寒いですね。風邪をひきませんように。 

小笠原 悟 お久しぶりですね。早く春が来ると良

いですねネ。 

齋藤 誠壽 久しぶりの雪がふりました。皆様足元

にお気を付け下さい。 

関岡 俊二 福は内、鬼は外、今日は幼稚園の豆ま

きでした。 

津守 弘範 今日 2 月 3 日は節分です。明日より春

ですね。 

海野 榮一 お久し振りです。 

 三田みよ子 今日は娘 裕子の誕生日です。 

 本日の合計￥１５,０００（累計￥６３９，３１０ ） 

  

★ハイチ地震義援金  募金活動委員長 猪股 末男 

先ほどのハイチの募金 25,356 円集まりました。 

みなさんありがとうございました。 

 

◎ プロジェクト企画会議 

         コーディネーター 海野 榮一 

      記録ドキュメンテイター 三田みよ子 

宮村年度でやりたい事業・やり

たくない事業についてご意見を

いだたきたいと思います。また、

先ほど遠藤さんからありました

が、ロタキッドと障害者テニスに

ついては２０周年記念式典とし

て実施することが決まっております。 

出来ましたら斬新なことを出していただきたいと

思います。テーブル毎でご意見を発表していただき

ますので、小林会員、菊池会員、三田会員、小笠原

会員、澄川会員、各テーブルで取り纏めて発表をお

願いします。 

 

・小林会員テーブル発表 

献血運動のお手伝い／交通安全運動のお手伝い／

子供１１０番の徹底／国内の身障者や高齢者に対

するサービスのお手伝い／パソコン教室／趣味の

親睦会 

 

・菊池会員テーブル発表 

 

多摩３クラブ合同プロジェクト／

全会員で会員増強に取り組もう／

子供１１０番をもっと強い参加を

／防犯パトロールに力を入れまし

ょう／駅前でゴミ清掃／交通標語

の看板／献血 

 

・小笠原会員テーブル発表 

認知症応援／歩け歩け／省エネの呼びかけ／環境

保全／多摩の歴史を探る／乞田川の桜を守る 

／お祭りに出店／ＡＥＤの講習／多摩の文化祭、 

富士見クラブとの交流／会員相互の親睦を深める

同好会 

・澄川会員テーブル発表 

車椅子テニスの発展型を目指す／交通安全キャン

ペーン再チャレンジ／ロタキッドとクラブで共に

実施できるイベント／南の島々の社会見学／多摩

市の環境整備／公園緑地樹木の質を考える調査／

ゴルフの充実（他クラブとの交流） 

 

・三田会員テーブル発表 

多摩市在住の著名人の卓話／不審者・虐待と子供 

を守る活動／子供たちと係わる活動／街路の花一

杯運動 

 

＜海野コーディネーター 

今ジャンル別に分けていただいてますが、大体 

４０～５０枚のご提案が出たようです。近いうちに

どんなご意見が出たのかを皆さんに報告できると思

います。この中からだけを選ぶという訳ではなく、

障害者テニスやロタキッドについては次年度の事業

として既にカリキュラムに入っておりますので、そ

れ以外の部分について三田さんから小泉統括委員長

に報告され、被選理事会にかけられ次年度の活動が

決まることになります。それが奉仕プロジェクト立

案委員会の方に回されて、具体的企画として纏めら

れることになろうかと思います。 

 

 ◎点鐘            会長 伊藤 英也 

（今週の担当 小林 正裕） 

 


