
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                               
 
 
 

 

 

 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員会 小坂 一郎 

 

◎点鐘                     会長 澄川  昇          

 

◎ロータリーソング 「日も風も星も」 

                   ソングリーダー 菊池  敏 

◎お客様紹介                 会長 澄川  昇 

  岡山西南ＲＣ                 椎原 裕二様 

  車いすテニスプレイヤー          西村 祐亮様 

  

◎会務報告＆幹事報告           会長 澄川  昇 

会務報告としまして、先週２月６日に行いました第12回 

理事会（定例）における決議事項をご報告します。 

・１号議案、東日本大震災により甚大な被害を受けました

「仙台空港」への復興支援金として、当クラブから１万円

（１口）を寄付することを承認。 

・２号議案、萩生田茂夫会員から提出されておりました退

会届について、長らく慰留をつづけてまいりましたが、ご

本人の健康上の理由により退会の意思が強く、退会届を

受理することとなりました。つきましては、萩生田茂夫会

員の当クラブへの長い間の貢献に深く感謝するとともに、

クラブ定款第７条第６節、「名誉会員」に推挙することを決

定し、これを承認しました。 

・３号議案、当クラブ内において、西村祐亮君応援活動の

呼びかけを行うことを了承しました。 

その他の会務報告。 

・多摩東グループ協議会において、２月２２日に行われる

国際ロータリー第２７５０地区「地区大会」本会議で、当ク

ラブのクラブ紹介は午前９時３０分～４５分の間になると

知らされました。会員各位は、この時間に着席いただくよ

うお願いします。 

・今年度、当クラブの会員純増数は１名を超えております

のでＲＩ会長賞（増強）にエントリーを致します。 

幹事欠席の為、このまま幹事報告を続けます。 

◎「幹事報告」 

・「仙台空港」の復興支援につきまして、ロータリアン個人

への支援要請が第２５２０地区第８分区阿武隈ゾーンより 

届いております。支援申込書を配布しておりますのでご

協力下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

・諸般の事情により順延されておりました相澤慶太会員の 

入会式を今月末の夜間例会（２７日）に行います。 

・４月２５日（木）、多摩東グループ第２回親睦ゴルフ大会

が、よみうりゴルフクラブで行われます。各クラブの出場

枠は４名です。 

・５月１６日（木）、東京稲城ＲＣ創立４０周年記念式典は 

パルテノン多摩において行われます。当日は移動例会

となりますので全会員の出席をお願いします。・ 

・５月２４日（金）１８時～、調布クレストンホテルにて、「ロ 

ータリー伝習会」（多摩東グループのガバナー補佐・グル

ープ幹事歴任者の会合）が行われます。赤尾恭雄会員、

宮本誠会員、遠藤二郎会員が当クラブの対象者です。 

・６月８日（土）、東京武蔵府中ＲＣ創立２５周年記念式典の

案内が届きました。詳細は後日お知らせします。 

 

☆回覧：ハイライトよねやま１５５号 

☆例会変更：東京日野ＲＣ、東京六本木ＲＣ 

☆事務局からのお知らせ 

２０日（水）は、地区大会（２２日）振替でお休みです。 

 

◎次年度会務報告         会長ｴﾚｸﾄ 萩生田政由 

・本日例会後、事務局にて第３回被選理事会を行います。 

 役員・理事の出席をお願いします。 

・３月６日の例会において「奉仕プロジェクト企画会議」を 

行います。次年度に実施する奉仕プロジェクトを企画する

ために開催する全会員参加の会議です。素晴らしいプロ

グラムをご提案頂くようお願いします。 

 

【 委員会報告 】 

◎出席報告        出席奨励委員会 吉沢 洋景 

 

会員総数                   34名 

出席義務者数                   25名 

出席義務免除者               9名              

出席者数 出席義務者（MU2名含）   21名     

出席義務免除者 (MU1名含)       6名             

計                     27名 

出席率    27/31  =  ８７．１０％ 

第10４５回例会（1/30）訂正出席率 ９０．６３％ 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
    
 

 
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 
TEL  042-372-6463  FAX  042-372-6491 Eメール tamagrc@tamagrc.join-us.jp 

 
会長 澄川 昇  幹事 荒瀧義機    
会報・記録委員長 宮本 誠  副委員長 小泉 博  
委員 足立潤三郎 大松誠二 遠藤二郎 柴崎信洋 海野榮一 山田 勍 
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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 
        ２０１２～２０１３年度 

 

全員積極参加でロータリーを楽しもう！ 
                 

 

 



◎ニコニコＢＯＸ     ＳＡＡ・親睦委員会  中谷 綋子

澄川  昇  西村さんようこそ 卓話よろしく。 

大松 誠二  西村さん、期待していますよ。 

萩生田政由  西村祐亮様卓話楽しみにしています 

         宜しくお願致します。 

伊澤ケイ子  西村君ようこそ。 

菊池  敏   西村様ようこそ！ 

三田みよ子  雪が積もらずよかったです。 

         西村さんお久しぶりです 卓話よろしく 

         お願します。 

宮村  宏   西村さん卓話楽しみです。 

中谷 綋子  西村さん卓話楽しみにしています。 

齋藤 誠壽  西村様卓話宜しくお願い致します。 

関岡 俊二  西村さんようこそ。 

津守 弘範  西村さんようこそ 卓話たのしみです。 

海野 榮一  西村君卓話よろしく。 

本日の合計￥１６,０００ （累計￥６３９,３９９ ） 

 

◎その他委員会 

 ★アンコール小児病院支援プロジェクト 

                     委員長 関岡 俊二 

今年度は、赤尾和美さんが事務局長をなさっておられる 

“ＦＲＩＥＮＤＳ ＷＩＴＨＯＵＴ A ＢＯＲＤＥＲ”に加入してアン

コール小児病院を支援しようというプロジェクトです。 

正会員６名、賛助会員１１名、継続会員２名の合計１９名

の方のお申し込みをいただき、早速手続きを行いました。

ご協力ありがとうございました。 

 

◎卓話者紹介                 海野 榮一会員 

金メダリストの国枝慎吾さん、齊田悟さんを招聘しての「障

がい者テニススクール」を、クラブ創立２０周年記念事業と

して行いました（宮村年度）。その際、遠く群馬県から３名

の児童を引率して参加頂いた時から、西村さんとの交流

が始まりました。（その時の様子は、ＤＶＤに収録して記念

式典会場で披露し、関係者各位に配布し、ロータリーの友

にも掲載されました。現在は、クラブのＨＰにアップロード

し、公開中です）。西村さんのその後の活躍をご報告頂き、

これからの抱負なども交えてお話し願いたいと思います。 

 

◎卓話 ｢リオデジャネイロ パラリンピックを目指して｣ 

           車いすテニスプレーヤー 西村 祐亮様 

この度は、このような機会をいただ

き感謝申し上げます。 

ロータリークラブの皆さんから車い

すの「タイヤ」をご寄付頂いたことが

「世界を目指す」切っ掛けになりまし

た。 

車いすテニスにもランキングという

制度があるのですが、はじめは最下

位からスタートして初年度は１４１位で終わりました。２年

目、２０１０年のスタート時は１４１位からでしたが、その年

の秋にロータリークラブさんからイベントのお誘いがあり、

私が教えている３人の車いすの児童達と一緒に参加させ

て頂きました。その時は、子供達の憧れの存在である「国

枝さん」や「齊田さん」を直に見せてあげたい・・という思い

が強かったです。２年目であるこの年の夏頃にはランキン

グも上がり、出場できる試合のランクも変わりました。ラン

クが６３位と上がったこの時期は、最上位クラスの試合に

出場できるようになってはおりましたが・・全て、一回戦負

けでした。（ランキング上位の選手はランクが上の試合に

しか出場できず、下位の選手はランクが下の試合にしか

出場できない仕組みになっております）。 歯が立たず・・、

負けが続きますと悔しさがこみ上げてきます。丁度そのと

き、「タイヤ」のお話を頂き、背中を押されるような思いで

「競技用車いす」を新調する決断をしました。（それまでは

他の選手からの「おさがり」を借りて乗っておりました）。２

０１１年のシーズン終了時には、車いすを乗り換えたことも

あって２３位までランキングが上がり、その後は練習も重

ね、車いす乗り換え後に出場した最上位の国内大会は全

て準決勝進出まで勝ち進みました。（このころ、ロンドン、リ

オデジャネイロ パラリンピック強化選手にも選出される）。

結果、昨２０１２年のランキングは５位まで上がり、昨年１２

月にはランキング８位までの選手しか出場できない「全日

本選抜」にも選出されました（このとき、あの国枝さん、齊

田さんとも対戦）。 

国内の試合で勝てるようになった要因の一つは「車いす」

を乗り換えたこと、そしてもう一つは「海外のトーナメント」

に挑戦できたこと・・です。（海外での勝利が自信となり、心

身共にレベルアップできたと自覚できました）。 

昨年春はじめて、海外の国際大会にも遠征し結果を得るこ

とできました（ドイツ）。その際、遠征費用や国内の参戦費

用のご支援も頂き、また、精神的にも勇気づけ激励して、

陰から私を支えて下さったことの賜物と感謝しております。 

こうして海外遠征をこなし、国内で行われた国際大会でも

上位の成績を修めたことで日本ランキングに加えて「世界

ランキング」も獲得することが出来ました。（現在、５５位）。 

今、課せられている目標は、リオデジャネイロパラリンピッ

クに日本代表として出場することです。日本代表になるに

は世界ランキング２０位以内と規定されておりますので、２

０１６年までの活動は、必然的に世界や国内各地を転戦し

て世界ランキング２０位を切るための動きになります。 

（世界ランキングの対象になる競技は海外が殆どで、しか

も一度得たランキングを継続維持するには毎年欠かさず

遠征をこなさなければなりません）。これからも、確かな目

標に向かってトレーニングに励んでまいります。 

☆西村さんは５歳の頃からサッカーをやってこられて、小

学生の頃、Ｕ１２のジュニアワールドカップ日本代表に選

ばれてスペインに遠征されたことがあります。（代表同期

に本田圭佑・長友佑都など・・）。帰国直後に骨肉腫という

骨の癌にかかりサッカーを断念せざるを得なくなったそう

です。サッカーへの想いから現実を受け止めきれずに脚

を残されていましたが、運動も走ることも出来ず、２０歳の

時に決心して切断されました。その後、知り合いの方から

勧められて車いすテニスを始められたそうです。宮村さん

に伺いますと、西村さんには抜群の“身体能力”が備わっ

ているそうです。彼の将来に大いに期待したいものです。 

◎点鍾                     会長 澄川  昇 

  （今週の担当： 海野 榮一） 


