
 

                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                         
◎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 「我らの生業」 

           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 

 

 ５月１２日に例会後、第１５回定例理事会が事務局 

 で開催され、４議案が承認されました。 

 

 第１号議案 ４月１８日、１９日に開催されました 

 花見親睦旅行の決算報告書 

 

 第２号議案 ４月１７日行われた、ロタキッドクラ 

 ブの白樂荘慰問コンサート等に対し、１２万円の支

援要請 

 

 第３号議案 卓話等でプロジェクター使用の機会が 

 増えているので、備品としてスクリーンの購入要請 

 

 第４号議案 ロタキッドクラブの郡司先生、胃がん

手術により、お見舞を差し上げる。 

 

◎幹事報告           幹事  宮本  誠 

 

 特に報告はありません。 

 多摩ロータリークラブ４０周年記念誌等の回覧があ 

 ります。 

 

◎次年度会長報告    会長エレクト宮村  宏 

 第１０回定例被選理事会を例会前の午前１１時より 

 クラブ事務局にて開催 

３件の議案を審議承認しました。 

 

 

 

第１号議案 ２０１０～２０１１年度年間予定表 

 

 第２号議案  

 （２０１０年７月～９月例会）のプログラム 

 議案（卓話の出来る日の確認等） 

 

 第３号議案 奉仕プロジェクト 実施委員会 

連絡会議の開催要請 

 
◎新会員入会式      増強委員長 村上  久 

 

≪祝入会！ 大石 哲司会員≫   

☆ 新会員紹介      推薦者 中谷 綋子会員 

 

☆ 入会証書授与・バッジ貸与並びに歓迎の辞 

                会長 伊藤 英也 

 

☆ 会員証授与         幹事 宮本  誠 

☆ 「四つのテスト」 

        ロータリー研修委員長 伊澤ケイ子 

 

☆ 所属委員会発表及びアドバイザー指名 

                会長 伊藤 英也 

 

  アドバイザー：中谷 綋子会員・伊藤 英也会員 

  所属委員会 ：ＳＡＡ・親睦委員会 

 

☆ 写真撮影 新会員・会長・幹事・アドバイザー 

 

☆ 新会員挨拶          大石 哲司会員 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                              

 

 

        

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

  

                       

     

          

 

                

             

          
            
 
 
 
 
 
    

     

 
 

 
 
 
 

 

 

             
 

  

    
      

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 



 

 

【 委員会報告 】 

◎出席報告        出席奨励委員会  

                 遠藤 二郎 

 

  会員総数              ３７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   ３名                                                

           事前ＭＵ      ０名  
           計        ２７名 
 

出席率    27  35  = ７７．１４％ 
第 921回例会（4/28）訂正出席率７７．１４％  
 
 
 

◎ニコニコＢＯＸ ＳＡＡ・親睦委員会 

                 遠藤 二郎 

 

 伊藤 英也  大石さん入会おめでとう 

        荒瀧さんイニシエーションスピー

チ楽しみです。 

 宮本  誠  大石さん入会うれしいですね。 

        荒瀧さんイニシエーションスピー

チ楽しみです。 

 阿部 華歌  荒瀧さんイニシエーションスピー

チ宜しくお願い致します。 

 足立潤三郎  大石さん入会お目出とうございま

す。荒瀧さんイニシエーションス

ピーチ楽しみです。 

 大松 誠二  大石さん入会おめでとう。これか

らよろしくお願いします。 

 萩生田政由  荒瀧さん卓話楽しみにしています。 

        大石哲司さん入会おめでとうござ

います。宜しくお願いします。 

 岩野 京子  荒瀧さんイニシエーション楽しみ

です。大石さん入会お目出とうご

ざいます。 

 伊澤ケイ子  大石さんご入会おめでとうござい

ます。荒瀧さんイニシエーション

楽しみです。 

 菊池  敏  大石様入会おめでとうございます。 

        荒瀧様卓話よろしく楽しみにして

います。 

 小泉  博  大石さんよろしくお願いします。 

        荒瀧さんスピーチ楽しみです。 

 小林 正裕  荒瀧さんイニシエーションスピー

チ楽しみです。 

 宮村  宏  荒瀧さん楽しみです。 

 宮村  宏  大石さん入会おめでとうございま

す。椎原さんお久しぶりです。 

 村上  久  大石さん入会お目出度うございま

す。荒瀧さんイニシエーションス

ピーチ楽しみです。 

 

  

 

中谷 綋子  大石さん入会おめでとう。 

齋藤 誠壽  風邪をひいてしまいました。皆様

もお気を付けて下さい。 

        新会員様歓迎致します。 

 関岡 俊二  新入会員 大石さん入会おめでと

うございます。 

 澄川  昇  大石さん入会お目出とうございま 

す。 

 津守 弘範  荒瀧さん卓話楽しみにしておりま

す。 

海野 榮一  大石さん入会おめでとうございま

す。荒瀧さんイニシエーションス

ピーチよろしくお願いします。 

山田  勍  皆さんお元気で御活躍何よりです。 

  

 本日の合計￥２２，０００（累計￥８８６，８５４） 

  

  

◎その他 

 

 ※親睦旅行決算報告 

ＳＡＡ・親睦委員長 足立潤三郎 

 ４月１８日・１９日の花見親睦旅行の決算報告を 

 別紙の通り報告致します。 

 

※創立 20 周年記念事業  

実行副委員長 遠藤 二郎 

 例会後クラブ事務局で総務委員会を開催いたします 

 ので、各担当委員会の委員長は出席をお願いします。 

 

※アンケートについて  次年度プログラム委員長 

 関岡 俊二 

 

プログラム委員会では、

皆様に役立つ卓話を用

意したいと考えており

ますが、限界がございま

す。 

そこで、皆様に希望する

卓話・卓話者の推薦等の

アンケートを５月末迄

に、事務局にご提出をお願い致します。 

 

※奉仕プロジェクト関連委員会 

統括委員長 小泉  博 

２０１０－２０１１年度奉仕プロジェクト実施委員

会連絡会議を６月２日(水)、例会前 午前１１時より

（場所未定・後日連絡）開催します。 

６事業の各委員長の出席をお願いします。 

 

※第２７５０地区東グループゴルフ担当者会議報告 

             ゴルフ幹事 萩生田政由 

 ２０１０－２０１１年度、野球・ゴルフ幹事会が 

 



 

  

５月１３日、調布のクリスマス亭で１８時より開催 

 され、菊池部長と二人で出席。 

野球は、９月２日・９日に「郷土の森 第１野球場」 

 で開催されます。 

 ゴルフは、第１回を１０月７日(木)に「よみうりゴ 

 ルフ倶楽部」 

第２回を２０１１年５月に「府中Ｃ.Ｃ」で開催予 

定です。 

第２７５０地区親睦ゴルフ決勝大会は、２００５－ 

２００６年度より９クラブを３クラブずつに分け輪 

番制で参加。 

今年度は、たまがわＲＣ・調布むらさきＲＣ・当ク 

ラブが参加しました。 

次年度は、府中ＲＣ・多摩ＲＣ・調布ＲＣです。 

 

 

◎卓話 

 イニシエーションスピーチ    荒瀧 義機会員 

 

私は国家資格

である電気主

任技術者を修

得して電気の

保安・管理・監

督を長年務め

ていました。定

年後は電気管

理技術者の実

務経験を生か

し、経済産業省

の認可を受け、

大量に電気を使用する事業所などの高電圧の保守・

管理・監督業務を行う会社を経営しています。 

東京都の工場や家庭の電気は、発電所から５０万ボ

ルトくらいに高圧されて高さ８０ｍの鉄塔で銅線を

芯に周りをアルミニウムの線を寄り合わせた送電線

で超高圧変電所に送られ、そこで電圧を１５４,００

０ボルトに低くして一次変電所に送電され、又そこ

で６６,０００ボルトに下げ配電用変電所に送電さ

れ、さらにそこで６,６００ボルトに下げ、配電線で

受電施設のある事業所・学校等に送電されています。

同じ配電線で電柱の上にある柱上変圧器（トランス）

から引込線で商店などは２００ボルトの所もある。

一般家庭では１００ボルトで受電している。又、低

電圧は６００ボルト、４００ボルト、２００ボルト、

１００ボルトである。 

事業所などの受電施設では、安全確保の為に感電・

漏電防止の漏電警報器等の安全装置の設置が義務づ

けられています。管理業務とは、この安全装置の状

態を把握し検査したり、受電設備の状況を総合的に

読み取って電気の保安管理・監督する業務のことで 

 

 

 

す。安全管理を怠り、重大事故が発生すれば刑事責

任も問われる重要な業務です。 

 

今日は私が尊敬している世界的経済学者のピータ

ー・ドラッカー氏の著書から「ポスト資本主義」に

思うところがあり、現在の自分自身の周りを重ね、

お話ししてみます。ドラッカー氏はソビエト連邦の

絶頂期に「数年でソビエト連邦は崩壊するだろう」

と予言していました。彼は２０年前にこの本を出版

しているのですが、著書の中で「世界はいま大変革

期に入り、政治・経済・世の中の常識等が人類が経

験したことがない混沌として出口の見えない世界に

なる。それは２０１０年頃から２０２０年頃に終わ

ると思われるが、私自身（ドラッカー）にも解決で

きないだろう」と言っています。今、世界はこの大

変革期と予言されたような出来事が起きています。

アメリカ大統領がオバマ氏に、日本では政権交代が

あり、世界経済は先行き不透明で出口が見えない状

況です。私がロータリーに入会したのも２０１０年

です。何か世の中が大きく激動する時代だからこそ

ロータリー活動を通じて世界の情報を得て、色々な

事に興味を持ち、勉強もして、健康管理を大切にし

て、今後の人生を楽しく生きていきたいです。ここ

２回ほどは、友達の同窓会の手伝いなどで休み申し

訳ありませんでした。今後はロータリーの発展の為

に努力していきますので、皆様のご指導をお願い致

します。 
 

 

 

◎点鐘            会長 伊藤 英也 

 

           （今週の担当 萩生田政由 ） 


