
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                             
                                                                                                                                                            
                                                                                                                             

                                                                               
 
 
 

 

 

 

 

 

 

◎司会     ＳＡＡ・親睦委員会  柴崎 信洋 

 

◎点鐘             会長 小田 泰機 

 

◎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 

「四つのテスト」の唱和    

ＳＡＡ・親睦委員会  柴崎 信洋 

 

◎お客様紹介           会長 小田 泰機 

東京多摩ＲＣ            志村 光明様 

ﾌﾚﾝｽﾞ･ｳｨｽﾞｱゥﾄ･ｱ・ﾎﾞｰﾀﾞｰ JAPAN代表  

              看護師 赤尾 和美様 

◎会務報告           会長 小田 泰機 

前回の高西寺座禅会（移動例会）は、非常に盛会となり

ました。ＳＡＡの手配も上手かったし、ゴルフの表彰な

ど盛り上げてもらったところもあり、良い例会となりま

した。ＳＡＡのご尽力、会員各位、特に関岡会員のご協

力に感謝します。ありがとうございました。 

 

◎幹事報告           幹事 田﨑 博実 

＊ロータリーの友６月号配布 

＊第２７５０地区ガバナーノミニー・デジグネート確定

宣言、２０１７－１８年度ガバナー候補が、東京武蔵

府中RC猿渡昌盛さんと決まりました。 

＊回覧 

・財団ＮＥＷＳ６月号。２０１５－１６年度第３５回

インダーアクト年次大会のご案内。調布ＲＣ卓話の

お知らせ、調布クレストンホテルで８日、元フジテ

レビジョン映画部長の角谷優氏の卓話があります。 

・「僕と私の多摩自慢」第３回遠足出欠、「第２回ワイ

ン同好会」出欠表回覧中に記入ください。 

 

◎次年度会務報告    会長エレクト 宮本  誠 

  

いよいよ新年度も差し迫り、お尻に火のついた心境で

すが、たまたま今日は何もありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 委員会報告 】 

◎出席報告     出席奨励委員会 菊池 敏  
 

会員総数                34名 

出席義務者数               26名 

出席義務免除者           8名 

出席者数 出席義務者           21名 

出席義務免除者           6名                             

計               27名 

出席率   27/32  =  ８４．３８％ 

第1148回例会（5/20）訂正出席率８７．８８％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員会 三田みよ子  

 志村光明様  お世話になります。 

 小田 泰機  ヤギは除草に夢中で声をかけたが 

        無視された。 

 田﨑 博実  赤尾さん ラオスの病院の支援がん 

ばって下さい。 

 足立潤三郎  関岡さん座禅会 大変お世話になり 

ました。 

 足立潤三郎  志村さんようこそ、プロアマチャリテ 

ィーゴルフに参加の皆さんお疲れさ 

までした。7番ホールで森本由美ちゃ 

んがプロを含めた強豪を相手に見事 

ニアピンをとりました。 

おめでとう グッドショット！ 

 荒瀧 義機  志村光明様 赤尾和美様ようこそ 

いらっしゃいました。 

赤尾様卓話楽しみです。 

 大松 誠二  赤尾さんのご活躍を応援していま 

すよ。 

 遠藤 二郎  赤尾和美様ようこそ。 

 入沢 修自  赤尾さんロタフェローでいてくださ 

ってありがとうございます。 

 伊澤ケイ子  赤尾和美様ようこそ。 

 菊池  敏  赤尾様ようこそ！ 

 小泉  博  お客様ようこそ 赤尾さんお久し振 

りです。25周年本日もよろしくお願 

いします。 
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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 
        ２０１４～２０１５年度 

 

全員参加のロータリー活動を！             

 
 



 峯岸  忠  お客様ようこそ いよいよ入梅に 

        なりそうですね 身体に気を付け 

        ようね。 

 三田みよ子  赤尾さんお久し振りです。 

        今日は卓話宜しくお願い致します。 

 宮本  誠  赤尾さん、お久し振りです、ようこそ。 

        又新しい展開の話、楽しみです。 

 宮村  宏  赤尾様ようこそ！  

錦織負けましたね。 

 森本 由美  赤尾さま、お元気そうで安心しました。 

        志村さま、いつもお元気そうで安心 

        しました。 

 村上  久  志村さんようこそ。 

        赤尾さんよろしくお願いします。 

 中谷 綋子  お客様ようこそ。 

 斎藤 誠壽  赤尾様本日は勉強させていただき 

        ます。 

 関岡 俊二  座禅会では皆様沢山の差し入れあり 

        がとうございました。 

 海野 榮一  大石さん写真ありがとう。 

 海野 榮一  赤尾和美さん ようこそいらっしゃ 

        いました。 

 若林 克昌  6/10の第2回ワイン同好会 準備中 

        お楽しみにしてください。 

本日の合計￥２８，０００ （累計￥９１０，３３６） 

 

◎その他委員会 

★ＳＡＡ・親睦委員会      委員長 小泉  博 

最終例会のお知らせを、会員のご家庭のご夫人、ご主人

向けにお手紙を送付しました。来年度への大事な最終例

会ですので、ご都合がつけば内助の功の皆様をお誘いく

ださい。 

★クラブ創立２５周年記念実施委員会 

             統括委員長 海野 榮一 

本日１８時から、事務局にて会議を行います。先日ほど

長くはならないと思いますが、是非、各委員長の皆様は

出席をお願いします。 

★第２回ワイン同好会   同好会座長 若林 克昌 

新宿京王プラザのバー「うめかわ」のソムリ

エにお越しいただき、２階「あしび」にて、『和

食にあうワイン』というテーマで今年２回目

のワイン同好会を行います。どなたでも、 

お気軽にご参加下さい。 

◎卓話者紹介      

奉仕プロジェクト統括委員長 宮本  誠 

 ロタフェローとして、皆も応援しております赤尾さん

ですが、まず、ラオス小児病院支援プロジェクトとして

フレンズ・ウィザウト・ボーダーJAPANに会長より１５

万円の支援金をお渡し致します。その後引き続き、卓話

をしていただきます。赤尾さんは、多摩グリーンロータ

リークラブ名誉会員の赤尾さんの姪御さんにあたられま

す。既に卓話は３回目となりますが、いつも大変印象深い

お話です。当初のカンボジアの小児病院は自立して、現在

はラオスで新規の病院の立ち上げを行っておられます。 

★ラオス小児病院支援金授与   会長 小田 泰機 

 

 

 

 

 

 

 

◎卓話  

ラオス小児病院レポート 

  フレンズ･ウィザゥト･ア・ボーダーJAPAN 代表 

赤尾和美様 

皆様、ご無沙汰しております。今回は、ご紹介にもありま

したように、ラオスを中心に、新しい小児病院ができるま

でのスライドも交えて、お話とご報告をさせていただきま

す。 

ラオスは、タイなど様々な国に囲まれており、人口は日本

の1/20しかありません。気候は熱帯モンスーンですが、

今いるルアンブラベンは北部なので、今は昼は４０度を超

えたりしますが、冬場は昼は２０度、朝晩は２、３度とか

なり冷え込みます。ラオ民族と少数民族で構成されており、

朝の托鉢などが文化遺産になっています。山があるので日

本人にはなんとなくなじみのある景色という感じかもし

れません。 

ここからは、２０１４年１１月の

鍬入れ式から、順を追って病院が

立ち上がるまでを見ていただき

ます。当初は５月のスコールの前

に屋根まで（約６割の完成）を目

標にしていましたが、ラオスの国

民性もあり、とてもゆっくりと進

み、実際には３か月以上遅れた８月にようやく屋根ができ

ました。この頃から、院内のスタッフの準備も開始し、半

年後の２０１５年２月１１日に開院式典を行い、１２日に

初治療、今ではスタッフ合計６０名のうち約８割がラオス

人で回せるまでになりました。外来診療のべ人数は３０６

７名と、一日約４３名です。まだ車が来ないので、訪問看

護は歩いて出かけています。このスライドが、今までで一

番ハードな訪問先でなんと３時間半の道なき道の登山と

なりました。ただ、それぞれの文化や習慣があり、なるた

け私たちはその実情に合わせた支援ができればと思って

います。人材教育、建築、医療活動など、それぞれの柱の

成長が必須となりますが、私たちの活動の１０年の節目に、

より多くの人の「絶対の時」（命の自然の終わり）に近く

まで生きていけるように、医療活動を前進させたいと思っ

ています。（４才のノイちゃんの初めての介助など、感動

的なスライドもありました） 

 

◎クラブ創立２５周年記念事業の報告 

             実施委員長 小泉  博 

先日の第二回遠足の様子のスライドを見ていただきます。

「多摩の公園めぐり」をしました。 

来週、第３回目もあるので、皆様是非、参加下さい。 

 

◎点鐘             会長 小田 泰機 

（今週の担当 堤 香苗） 


