
 

                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                         
◎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          中島 稔課長補佐 

   〃            森山指令補    

〃            片桐士長 

〃            遠藤防災相談員 

 国際親善奨学生        張
チャン

 恵隣
ヘ リ ン

  様 

 

◎会務報告           会長 伊藤 英也 

＊２月３日の定例理事会の報告をします。 

・ハイチ地震への義援金として 

  会員の募金計27,350円にクラブより2,650円をプ

ラスして合計３万円として送金しました。 

 ・２月２５日地区大会「友愛の広場」に当クラブの

展示としてポリオのチャリティーゴルフを展示す

ることにしました。 

 ・東京銀座ＲＣよりポリオ撲滅チャリティー「特別

講演＆コーラス講演」の案内を回覧します。自主

参加募集とします。 

 ・東京青山ＲＣより２０周年記念式典の案内が来て

います。出席は各会員の自主判断とします。 

 ・６月に行うプロアマゴルフの打合わせが２月８日

にあり当クラブでも３チーム出席して頂くことに

なりますのでお願いします。 

 

◎幹事報告           幹事  宮本  誠 

 ２月８日のグループ協議会の報告 

 ・５月 7日第 30 回地区ゴルフ決勝大会があります。 

  今年度は多摩東グループとして当クラブ、多摩川、 

  調布むらさき との３クラブで選手を出すことにな

っています。 

   1 クラブ６名、場所は八王子ＣＣ 

  ホストは八王子西ＲＣです。 

  

 

 ・もう一つゴルフのイベントがあります。 

  多摩東の親睦ゴルフで５月１８日、桜ケ丘ＣＣ。 

  希望者は個人登録で行ってください。 

 ・6月14日プロアマチャリティーゴルフがあります。 

  具体的には後程お知らせいたします。 

 ・今年度のＲＩ賞、ガバナー賞に立候補するよう案

内及び推薦が来ていますので該当するものがある

かどうか検討中です。 

・ パスト分区代理、パスト分区幹事、パストガバ

ナー補佐、パストグループ幹事の、ロータリー

伝習会は今年度は財政上の理由で行わないと発

表されました。 

＊来週の２月 24 日は例会はありません。翌日 25 日

の地区大会に振替えです。 

  当日はポリオ撲滅チャリティーゴルフの写真と車

椅子テニスの写真をパネル展示する予定です。出

来るだけ出席してください。 

  特に新会員は経験のために出席しておくべきです。 

 ・集合場所は多摩センター（7:10 発）及び聖蹟桜ケ

丘駅（7:11発）で一緒に行きましょう。 

  品川駅に８:３０到着予定です。 

   

◎次年度会長報告    会長エレクト 宮村  宏 

 ・今日、例会終了後事務局にて理事会を行います。 

  よろしくお願いいたします。 

 

◎新会員入会式 

 

≪ 荒瀧 義機会員 入会式 ≫ 

 

＊進行      会員増強委員長 村上  久   

  

＊新会員紹介      推薦者 猪股 末男会員 

  職業分類：電気管理技術者 

  事業所 ：荒瀧電気管理事務所 

  推薦者 ：伊藤 英也会員、猪股 末男会員 

 ・猪俣会員よりの紹介 

  最初にお会いしたのは商工会議所の新年会です。 

  お互い電気関係業務に携わっており、非常にＲＣ

に理解がある方だと感じたためお誘いをして入会

をして頂いた。皆さんよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                                          

 

 

        

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

  

                       

     

          

 

                

          

          
            
 
 
 
 
 
    

     

 
 

 
 
 
 

 

 

             
 

  

    
      

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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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 



＊入会証書授与・バッヂ貸与並びに歓迎の辞 

              会長 伊藤 英也 

  入会おめでとうございます。 

  ２～３年前に田中實名誉会員から紹介されたこと

があります。商工会議所の評議員が一緒の時話し

たこともあります。昨年からお誘いをして、やっ

と入会して頂けました。当クラブで活躍して頂け

ることと期待しています。 

 

＊会員証授与         幹事 宮本  誠 

 

＊「四つのテスト授与」 

        ロータリー研修委員長 伊澤ケイ子 

 

＊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 ： 伊藤英也会員、猪股末男会員 
・所属委員会  ： ＳＡＡ・親睦委員会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
＊新会員挨拶         荒瀧 義機会員 
  多摩グリーンロータリー・クラブに入会させてい

ただきありがとうございます。この会のメンバー

の方々は皆さん資産家の集まりであると思ってお

り入会になかなか踏み切れませんでした。 
  今回お声を掛けていただき、自分の活躍の場であ

ると思うようになり微力ながら貢献できるよう頑

張ります。ご指導のほどよろしくお願いいたしま 
す。 
 

【 委員会報告 】 

 

◎出席報告    出席奨励委員会  杉田  誠 

                                  

  会員総数              ３６名 
  出席義務者数            ３１名 
  出席者数     出席義務者    ２２名 
           出席義務免除者   ４名                                                      

           事前ＭＵ      ０名  
  出席率            ７２．２９ ％ 
 

第 910回例会（2/3）訂正出席率 78.79 ％  
 
 

 

◎ニコニコＢＯＸ  

ＳＡＡ・親睦委員 柴崎 信洋 

  
  伊藤 英也 多摩消防署 森山指令補 片桐士長 

        遠藤防災相談員の皆様 救急救命講 

習宜しくお願い致します。 

 伊藤 英也 荒瀧 義機さんご入会 おめでとう

ございます。多摩消防署の中島稔課

長補佐 卓話宜しくお願い致します。 

  阿部 華歌 荒瀧様 ご入会おめでとうございま 

す。消防署の皆様宜しくお願い致し 

ます。 

  足立潤三郎 荒瀧さん入会おめでとうございます。

中島課長補佐 本日の卓話宜しくお

願い致します。多摩消防署の皆さん

ＡＥＤ講習よろしくお願いします。 

  大松 誠二 荒瀧さん入会おめでとう。期待して

いますよ。 

  遠藤 二郎 中島課長補佐ようこそ。 

 萩生田政由 荒瀧様入会おめでとうございます。 

        宜しくお願い致します。 

        中島課長補佐本日の講習会宜しく 

お願い致します。 

  猪股 末男 本日は荒瀧さん入会式おめでとう。 

  岩野 京子 荒瀧 義機さんご入会おめでとうご

ざいます。中島課長補佐卓話楽しみ 

です。 

  伊澤ケイ子 荒瀧さんご入会おめでとうございま

す。 

  菊池  敏 荒瀧さん入会おめでとうございます。 

        多摩消防署の皆様宜しくお願い致し

ます。 

  宮村  宏 消防署の皆様ご苦労様です。荒瀧 

さん入会おめでとうございます。 

  村上  久 荒瀧さん入会おめでとうございます。 

        多摩消防署の皆様お世話になります。 

  齋藤 誠壽 寒さもピークになりました。 

        お身体に気を付けてお過ごし下さい。 

  関岡 俊二 先週の座禅会には皆さん良く頑張り 

        ました。 

  津守 弘範 荒瀧さん 入会おめでとうございま

す。多摩消防署の皆さんご苦労様で

す。 

  海野 榮一 多摩消防署の皆様お世話になります。 

        荒瀧さん入会おめでとうございます。 

  山田  勍 出席率が悪くて申し訳ありません。 

        卓話を楽しみにしています。 

本日の合計￥ １９，０００（累計￥６９０，３１０ ） 

 

◎その他 

＊ロータリー研修委員会   委員長 伊澤ケイ子 

 皆さんのメールＢＯＸに１月２０日新会員セミ 

ナーで使用した「ロータリーの手引」用語集が配

布されています。宮本幹事にお願いして作成して

頂きました。 

皆さんのお役に立てていただければと思います。 



 

＊ロータリー会員増強委員会 委員長 村上 久 

   今年度地区の方から新人会員を入会された方に 

対し、スポンサーピンが出ています。 

   阿部会員は柴崎会員を推薦して頂いたことから 

スポンサーピンを授与します。 

 

◎卓話  

「首都直下地震について 

中島 稔多摩消防署課長補佐 

 

お呼びいただきありがとうございます。昨年は、ＡＥ

Ｄの訓練もしていただきありがとうございました。 

尾根幹線を境にして火災に差異があります。 

多摩市 年間発生火災        60 件   

町田市   〃            150 件 

人口数によって火災も比例します。大きな違いは火災

面積です。 

 多摩市 年間焼失面積  200 ㎡ 

 町田市   〃     800～1,000 ㎡ 

人口数が１対３に対し災害面積は４～５倍になってい 

ます。多摩市は集合住宅が多いため１部屋で消火され、 

戸建は間隔があるため周囲に燃え広がらない。 

町田市はミニ開発が多く家屋が密集している場所が多

く隣家の被災が多いことが挙げられます。 

以後、「首都直下地震について」の講演がありました。 

配布資料をご参照ください。 

 

会員よりの質問がありました。 

   Ｑ：多摩市エリアの活断層について 

   Ａ：府中市から埼玉県に延びている。 

     発生確率は 0,2ｏｒ2％ 

     ただし、未知の部分が沢山あります。 

   Ｑ：尾根幹線の活断層は 

   Ａ：活断層には入っていません。 

     多摩市に近い所では立川断層のみ。 

   Ｑ：地震で火災が同時多発した場合の対策は 

   Ａ：多摩消防署では多摩センター出張所を含め

てポンプ車 3 台と予備車２台です。夜間は

3 台しか動けません。ただ多摩市は消防団

が 9分団あり（１分団１台のポンプ車所有）

各分団に協力していただくしかありません。

通常、火災１件に４台のポンプ車が出動し

ます。１台での消化作業は難しいのが現状

です。小さな火災の状況で近所で助け合っ

て消化に当たることがベストです。 

    

＊宮本幹事が多摩市木造住宅耐震促進協議会の

会長をされており以下説明がありました。 

    昭和５６年以前の木造住宅が耐震診断の対象

です。 

    多摩市は無料です。一昨年から始めて３年で

終了します。 

    多摩市は、補強工事の 30％または 30 万円ま

で補助があります。 

   診断はやっても補強工事までやる方は少ないの

が実状です。100％大丈夫にしなくても、とりあ

えず倒壊を防ぐだけでも効果は大きいのです。 

倒壊しなければ命は助かるし、全壊による火災

も避けることができます。 

   来年度で終了するので是非診断と補強工事を行

ってください。 

 

◎お礼と点鐘        会長 伊藤 英也 

 多摩消防署の皆さんお忙しい中を貴重なご講演あり 

がとうございました。 

 引き続き救急救命講習をよろしくお願いします。 

 

プラスミーティング 

 

◎多摩消防署による救急救命講習 

                 森山指令補 

                 片桐士長 

                 遠藤防災相談員 

 

 先回参加しなかった人、参加したものの、もう忘れ

そうになった人には大変役に立ちました。 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の担当 ( 山田  勍 ） 

 
 
 
 


