
 

                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                         
◎司会      ＳＡＡ・親睦委員会 足立潤三郎 

                             
 

◎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 

 米山奨学生           李
い

 炯
ひょんじゅ

宙 君 

 

◎会務報告           会長 伊藤 英也 

＊国際ロータリー第 2750 地区 ローターアクト第 30

回地区ロータリーアクト年大会に私と宮本幹事が出

席しました。 

＊第 25 回プロアマチャリティゴルフ大会が６月 14 日

に行われます。当クラブが世話クラブです。代理も

可能ですので全員の参加をお願いいたします。 

＊本日例会終了後、事務局にて理事会を開催いたしま

す。役員・理事の方は出席願います。 

 

◎幹事報告           幹事  宮本  誠 

＊来週の例会会場は白鳳ですのでお間違いのないよう

にお願いします。 

＊来週・再来週は一人ずつ新会員の入会式があります。

みなさんの出席してください。 

 

◎次年度会長報告    会長エレクト 宮村  宏  

第９回理事会を行い以下の内容について確認などを行

いました。 

＊奉仕プロジェクト立案答申案について承認されまし

た。 

＊活動報告書は６月 18 日までに完成する。 

＊昨日、地区協議会に次年度会長幹事と５人の各委員

等で参加してまいりました。 

＊奉仕プロジェクトで次年度も障害者テニススクール

（小泉委員長、小笠原副委員長）は継続、ロタキッド

（岩野委員長、中谷副委員長）の支援協力、青少年交   

 

 

 

 換留学生（吉沢委員長、海野副委員長）の受け入れ

を決定しました。 

＊また、上記奉仕プロジェクトとロタキッドの委員長、

副委員長のほかにも、子供と高齢者の安全・安心な

街づくり（津守委員長、関岡副委員長）、多摩市の環

境整理（遠藤委員長、萩生田副委員長）、富士見ロー

タリークラブとの交流（村上委員長、伊澤副委員長）

の委員長、副委員長に推薦しました。 

 

◎会員推薦スポンサーピン贈呈   

会長 伊藤 英也 

  岩野 京子会員 （伊藤 静子会員推薦者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 委員会報告 】 

◎出席報告     出席奨励委員会 大松 誠二 

                                  

  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  

           計        ２６名 

出席率     26  35 = ７４．２９ ％ 

 

第 920 回例会（4/19）訂正出席率７０．５９％  
 
◎ニコニコＢＯＸ    ＳＡＡ・親睦委員会 

                 遠藤 二郎 

 伊藤 英也 お客様ようこそ 皆さんお久しぶり。 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                                          

 

 

        

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

  

                       

     

          

 

                

             

          
            
 
 
 
 
 
    

     

 
 

 
 
 
 

 

 

             
 

  

    
      

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                

 

 

                                                                                                                                                                   ２０１０．０５．１２． 第９２２回例会 No.２０－３７ ２０１０．０５．１９発 行 

 

                                                                                                                                                                   
    
 

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 



 

 遠藤 二郎 萩生田茂夫さん元気を取り戻された

ようで。 

 萩生田政由 6 月 14 日 21 日に開催されますチャ

リティーゴルフに皆様のご協力を宜し

くお願いします。 

 岩野 京子 お久し振りです。連休は皆様楽しく

お過しになられましたか？ 

 伊澤ケイ子 萩生田さん山菜ありがとうございま

した。カタクリの花が食べられるの

にびっくりしました。とてもおいし

かったです。 

小泉  博 今年度の会報委員のみなさんもう少

しです ガンバッテやりましょう。 

  宮村  宏 クラブ協議会です。宜しくお願い 
        します。 
  村上  久 昨日地区協議会参加の皆様ご苦労様 
        でした。 
  中谷 綋子 雨が晴れて良かったですね。 
  齋藤 誠壽 五月晴とは程遠いですね。 
        お身体に気を付けて下さい。 
  澄川  昇 元気で良いですね。 
  伊藤 静子 母の日 姪からのプレゼントユリの

花本当にありがとう。 
  

  

本日の合計￥１３，０００（累計￥８６４，８５４） 

  

  

◎その他 

  ※プロアマチャリティーゴルフ  

実行副委員長 萩生田政由 

 ＊６月 14日、府中カントリークラブにて開催します。

現在 11 クラブ中 10 クラブ、約 110 名の参加申し

込みをいただいています。あと我々のクラブをた

すことになります。前年度は 161 名の参加があり、

寄付金は府中市社会福祉協議会を通じて 240 万円

ほど各施設に寄贈されています。今年度も多摩市

社会福祉協議会を通じて各施設に寄贈されること

と思います。ゴルフをされない方も、家族を含め

て参加するようご協力をお願いします。 

 

 

≪クラブ協議会≫ 

 

◎開会             会長 伊藤 英也  

 

 

【創立 20 周年記念式典及び事業について】 

 

◎挨拶         実行委員長 萩生田 茂夫 

実行委員長を受けましたが、その後病気になってし 

まい準備等ができずにここまできてしまいました。 

 ついこの前、当クラブも創立したと思っていました

がもう 20 年がたったのだと思いました。創立以来、注

目されてきたクラブですので、みなさん一人ひとりの

協力で成功させたいと思います。 

  

◎経過説明・協議    コーディネーター 

            実行副委員長 遠藤 二郎 

これまでの報告をします。 

第１回企画会議を平成 21

年８月 20 日以降、３回開

催し、引き続き第１回実

施委員会に切り替え（総

務・統括委員会）平成 22

年２月 20～４月２までに

３回の委員会を開催し次

のとおり決定しました。 

 

【決定事項】 

 

<基本方針> 

当クラブに於ける、周年事業に対する創立以来の一

環した姿勢は、記念碑、モニメント、銅像等を記念物

として寄贈するだけでなく、奉仕活動の一環として、

ロータリーに相応しい事業とすることであり、今回も

この精神にのっとり実行することとしました。 

 具体的には、６年間継続実施している「障がい者テ

ニススクール」をメインテーマに取り上げることとし

ました。車イスのテニスの北京オリンピック金メダリ

ストであり世界ランキング１位の国枝慎吾選手と国枝

選手の育ての親である斉田選手のお二人を招聘して開

催します。９月 24 日予定されている「障がい者テニス

スクール」にはこのお二人によるエキビジョンマッチ

の可能性があります。 

 10 月 23 日予定のパルテノン多摩にて記念式典並び

に京王プラザホテル多摩にて懇親会を開催する計画で

す。式典では国枝選手、斉田選手の記念講演も予定し

ています。 

 ロータリーの奉仕活動に相応しい事業については、

「障がい者テニススクール」を従来のように障害者の

方にテニスを楽しんでいただくだけでなく、「世の中の

障害のある人も、ない人も、誰でも一緒に、共に普通

に楽しく過ごせる世の中でありたい」をコンセプトに

障がい者のテニスが自力で発展できることを目指しそ

の基盤づくりを支援することとしました。 

 また今回も多摩市落合中学校の生徒 100 名がボラン

ティア教育の一環として参加しますが、こうした実体

験を通じて青少年の心に様々な障害を持つ人たちと、

共に暮らすことが普通の世の中であるという感性が育

つものと考えています。さらにハンディを乗り越え、

強く明るく生きる姿に若者達が大きな感銘を受けてく

れること、そして若い世代のボランティア精神向上を

期待するものです。これらはロータリークラブの奉仕

活動の青少年健全育成にも合致するものであります。 

 なお、国枝・斉田両選手のご参加は、現在交渉中で

すので６月中には正式に参加いただけるかがわかると

思います。 

 もう一つのテーマとして青少年育成の延長線上に位

置する当クラブ 15 周年記念事業として結成した「ロタ

キッド少年少女合唱団」の成長記録と成果の発表を行



うこととしました。 

式典では、素晴らしい歌声を発表していただく計画と

なっています。 

 このあと、各委員長に主な内容を発表していただき

ますが、活発なご意見を頂戴したいと思います。 

 

☆障がい者テニス担当委員会  委員長 足立潤三郎 

・これまで行ってきた特別事業の報告をするという

ことだけではなく、ご列席いただく方々に感動と

刺激を与えるようにしたいというところから話が

はじまりました。 

 ・テニスの国枝・斉田両選手の招聘により「障がい

者テニススクール」への参加も増えることを期待

しています。 

・ スクールは障害者の方にテニスを楽しんでいた

だくことを目的としてきましたが、中学生の参

加により教育的プログラムの意味や学校側とし

て道徳教育の意味を持ちえたものと変わってき

ています。 

・ＤＶＤドキュメンタリーも計画されていますが、

この中学生にも焦点を当てていただければと考え

ています。 

 ・当日のプログラムとして、国枝・斉田両選手に可

能な限り様々な場面に参加していただきたい、また

ＤＶＤ製作は絵になるものとしたい、と思っていま

す。 

 ・ＤＶＤ製作は、感動を与えるシーンを取り込み、

障がい者活動の考えや青少年の育成についてロー

タリアンの思いに火をつけたいと考えています。 

 

☆ロタキッド担当委員会  委員長代理 宮本  誠 

・式典当日 30 分程度のコンサートを計画しています。

曲はロータリアンに相応しいものを考えています。 

・現在、ロタッキッドに制服はありませんが、ベス

トを揃える予定です。 

・指揮者とピアノ演奏者への謝礼の費用を申請して

います。 

 

☆式典担当委員会       委員長 宮本  誠 

 ・式典は 13 時～17 時、パルテノン多摩にて開催し

ます。 

 ・準備から式典、かたづけをすべてこの時間内に行

います。手際良くやらなければならないのでご協

力をお願いします。 

 ・式典の主な内容は、会長・実行委員長・来賓の挨

拶、国枝選手講演、ロタキッドコンサート、ＤＶ

Ｄによるクラブ紹介、記念事業等です。 

 ・費用は会場費を含め大きな金額にはならない見込

みです。 

 

☆祝宴担当委員会       委員長 吉沢 洋景  

 ・場所は京王プラザホテル多摩、白鳳の予定です。 

 ・式典に続いて行いますが、式典終了 30 分後スター

ト、17時 30分から約２時間程度と考えています。 

 ・会員全員と家族を含め一丸となってお客様を歓待 

したいと思います。 

 ・内容的には、予算の関係もありまだ具体的には話

せませんが、我々のマンパワーで可能なものにし

たいと思います。 

 

☆広報・記録担当委員会    委員長 海野 榮一 

 ・広報するにあたって、事業をすすめるために当ク

ラブ単独で行うのではなく、支援団体とコラボレ

ーションするような仕組みづくりが必要と考えま

した。 

 ・役割としてＤＶＤの作成があり、式典の中で披露

し、お客様にそのＤＶＤをお持ち帰りいただく予

定です。 

 ・支援団体へ広報するための資料づくりの役割の一

つです。国枝・斉田両選手を広報の目玉とし多く

の障がい者の方にも参加いただけるように広報し

ていきたいと考えています。 

 ・また新聞等メディアにも働きかけ多摩市エリアを

越え広報を行いたいと思います。 

 ・すでに多摩ＴＶで放映された内容もありこれをＤ

ＶＤに取り入れたいと考えています。 

 

☆財務・会計担当委員会   委員長 杉田  誠 

 

・支出予算の内定内容は、

式典委員会 13 万円、祝宴委

員会 170 万円、障がい者テ

ニススクール 90 万円、ロタ

キッド 26 万円、広報・記録

委員会 90 万円、郵送料・印

刷代30万円 計 419万円で

す。 

 

☆総務・統括委員会      委員長 赤尾 恭雄 

 ・各委員会の報告を聞いて大きな流れはお分かりい

ただけたのではないでしょうか。 

 ・ご意見はまず各委員会の中でお願いし、委員長が

集約して統括委員会にご報告いただければと思い

ます。 

 ・事業は過去５年刻みで行ってきましたが、過去は

行ってきたことを披露するのが中心でした。今回

は一歩前進させ、当クラブが実施している事業を

他のクラブにも広めていきたいという目的があり

ます。 

 ・東グループの中に広まっていけば効果が拡大する

と考えています。 

 ・みなさんの活発なご意見をお願いします。 

 

 

◎閉会             会長 伊藤 英也 

 

  

◎点鐘             会長 伊藤 英也 

 

（今週の担当 片山 哲也） 

 

 ※５・６月のロータリーレート ＄＝￥９２    


