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【司会】       ＳＡＡ・親睦委員会 初野 有人 

◎開会点鐘             会長 堤  香苗 

◎ロータリーソング「奉仕の理想」 斉唱  

ソングリーダー 菊池   敏  

◎お客様紹介 

国際ロータリー第 2750地区多摩東グループ 

ガバナー補佐  遠藤
えんどう

 泰夫
やすお

 様 

国際ロータリー第 2750地区多摩東グループ 

グループ幹事   内藤
ないとう

 善久
よしひさ

 様  

岡山西南ロータリークラブ    椎原
しいはら

 裕二
ゆうじ

 様  

青少年交換留学生       Charlotte Albright 様  

東京中小企業家同友会 インターン   岩間
いわま

 央起
ひろき

 様 

 

◎お客様ご挨拶 

国際ロータリー第 2750地区多摩東グループ 

ガバナー補佐  遠藤
えんどう

 泰夫
やすお

 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

皆さんこんにちは。 
多摩グリーンロータリークラブでは、交換留学生のシャーロッ

トさんをお迎えして非常に楽しい一年が迎えられると思います。

是非、交流を深めて頂ければありがたいと思います。 

私は、地域で仕事をさせて頂いて地域でその恩返しをしたい

という思いで青年会議所から入りました。そして、奉仕活動する

中で更に地域に恩返しをして地域の人達と色々と行動したいと

いう事で今まで続けていると思います。 

ロータリーを広げようというテーマですが、地域を巻き込みロ

ータリーの精神を皆と共有しロータリアンを増やそうという事で

す。地域で活動している事は、やはり私達が生活する原点です。

是非、その思いを忘れずに堤会長の原点回帰というテーマに

沿って一年間楽しいロータリー活動をして頂ければと思います。 

クラブ協議会を楽しみにしております。宜しくお願い致します。 

 

 

国際ロータリー第 2750地区多摩東グループ 

        グループ幹事   内藤
ないとう

 善久
よしひさ

 様 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。 

本年度のグループ幹事を仰せつかりました内藤でございます。

多摩グリーンクラブロータリーには、本日二回目に参りました。

いつもこの和やかな雰囲気は、非常に良いなと感じております。

ロータリーを広げようというテーマは、私にとってもこのグルー

プ幹事という役を仰せつかり知識と人との繋がりを広げるとて

も良い機会になっています。 

このような気持ちを大事にしていきたいと考えておりますのでど

うぞよろしくお願い致します。 
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◎会務報告                 会長 堤  香苗 

 
改めまして皆様こんにちは。 

本日は、遠藤ガバナー補佐、内藤幹事にご臨席を頂きまして奉

仕プロジェクトに関してのクラブ協議会を行いたいと思います。 

アメリカから青少年交換留学生のシャーロットさんも無事に到

着されまして合宿の方も無事に終わりました。 

皆さん一年間しっかりとご一緒にサポートしていきましょう。 

なお、シャーロットさんは来週のガバナー公式訪問にも参加

を予定です。 

是非皆様も一人でも多くお忙しいかと思いますがガバナー公

式訪問へのご参加をお願い致します。 

 

◎幹事報告          14幹事 大槻 一夫 

・ 配布物 

会報 第１４３４回 

・ 回覧物 

RI日本事務局 財団室 NEWS 

 

【 委員会報告・その他 】  

◎各委員会報告 

◎出席報告      出席奨励委員会 初野 有人 

 

会員総数   22名 

出席義務免除者    5名 

出席者数      

出席義務者       14名 

出席免除者       3名 

計 17 名    出 席 率 17/22                      
８５．００％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ ＳＡＡ・親睦委員会 足立 潤三郎 

 

遠藤 泰夫ガバナー補佐  本日はお世話になります。 

堤  香苗 遠藤ガバナー補佐、内藤幹事、シャーロットさ

んようこそいらっしゃいました 

大槻 一夫 遠藤ガバナー補佐、内藤グループ幹事、シャ

ーロット・オルブライトさん、 

ようこそいらっしゃいました 

萩生田政由 遠藤ガバナー補佐、内藤グループ幹事、よう

こそいらっしゃいました。 

宜しくお願い致します 

三田みよ子  ガバナー補佐、グループ幹事、本日はようこ

そ！ シャーロットさんようこそ 

福岡  均  ガバナー補佐、グループ幹事、ようこそいらっ

しゃいました ウエルカム シャーロット！ 

林田 敏誠  こんにちは 

杉山 真一  遠藤ガバナー補佐、内藤グループ幹事、シャ

ーロットようこそ 

峯岸  忠   お客様ようこそ 宜しくお願い致します。 

         シャーロット・オルブライトさんようこそ お身体

に気を付けてガンバッテくださいね 

菊池  敏 シャーロットさんようこそ 

       ガバナー補佐、グループ幹事、ようこそ！ 

入沢 修自 例会出席のみなさま、おつかれさまです 

村上  久 お客様ようこそ 

伊澤ケイ子  遠藤がバナー補佐、内藤グループ幹事、 

       ご苦労さまです 

シャーロットさんようこそ 

伊藤 綾乃  遠藤様、内藤様、椎原様、岩間様、ようこそい

らっしゃいました 

Wel come,シャーロットさん 

足立潤三郎 ガバナー補佐、グループ幹事ようこそ！ シャ

ーロット君ようこそ東京多摩GRCにきてくれ

ました 

 

本日の合計  

￥２５，０００ （累計１７８,０００円） 

 

◎Welcome Charlotte Albright 

シャーロット・オルブライトさんのご挨拶 

 
 

こんにちは。 

はじめまして。シャーロット・オブライトです。 

アメリカから来ました。１６歳です。 

スポーツは、サッカーが好きです。 

私は、日本語があまりわかりません。 

よろしくお願いします。 

 

 
 

 



 

【 ガバナー補佐臨席クラブ協議会 】 

【司会】 幹事 大槻 一夫 

開会挨拶                

 奉仕プロジェクト統括副委員長 林田 敏誠 

皆さんこんにちは。 

お客様ようこそいらっしゃいました。 

只今よりクラブ協議会奉仕プロジェクト企画会議を進めさせ

て頂きます。各委員長よりお話が終わりましたら質疑応答を設

けておりますのでご意見の方よろしくお願い致します。 

 

① 奉仕プロジェクト企画会議             

・現況説明  

奉仕プロジェクト関連委員会 企画コーディネーター 

                  三田 みよ子 

みなさんこんにちは。お客様ようこそ。 本日はありがとうござ

います。 

私、数年このコーディネーターをさせて頂いております。昨

年、一昨年 コロナ禍で思うように活動状況が出来ない状況で

ありました。先般、クラブ企画協議会をした際に皆様からご意見

を賜りました。50万円の予算の中で地域の福祉等、限られた

予算内で沢山する事は、出来ません。昨年から引き続き本年度

は、いくつかのものを継続し一部見直しを含め。今年は出来る

限り会員の皆様と共に行動して奉仕プロジェクトを盛り上げて

いきたいと言う意見が出ました。その方向で先日炉辺をし福岡

次年度のエレクトの方とも詰めまして本日の開催となりました。 

ありがとうございます。 

 

・「多摩市消防少年団」について     峯岸  忠 

皆さんこんにちは。 

お客様ようこそ。 

毎年少年消防団にご

協力頂きまして大変

感謝しております。担

当者も大変喜んでお

りました。 

 

コロナ禍により団活動

が、制約されております。人数制限等があり、なかなか出来ない

状態です。次年度はロータリアンなるべく一緒に参加できる救

命講習、ごみ拾い、一緒に参加、活動が出来れば良いかと思い

ます。 

先般、立川で全国消防救助大会の見学に行き署長にもご挨

拶をしました。 

詳しい活動内容等が決まりましたら、ご報告致しますので会

員の皆様のご協力をお願い致します。 

ありがとうございました。 

 

 

 

・「ラオス小児病院支援」について    初野 有人 

 

昨年度主力メンバ

ーでリーダーシップ

をとって頂きました

関岡会員の退会を

機に私が実施委員

会の委員長として

拝命を受けました。 

委員には、小坂

会員、安達会員、杉

山会員、田村会員、計５名です。 

先般、８月２４日に現地ラオスとzoomでつなぎ赤尾さん、フ

レンズ・ウィズアウト・ア・ボーダーJAPAN代表の方とお話をさ

せて頂きました。会議の時間は、約１時間でした。 

「コロナ前と今とどの程度支援出来る内容が異なるのか？」 

「現地の医療体制がどうなっているのか？」 

具体的に質問を投げさせて頂きました。 

過去と一番違うところは、物資を送る事が出来ません。 

金銭的に援助する事になるので、個人の意見ですが病院の現

状を把握して本当に必要な物が何か見極めたうえで援助して

いきたいと思います。 

お話の中で驚いた事は、健康保険等が整備されていないと

いう事もありますが受診された患者様は、全て無料です。 

今回24日にお話しした内容を詳細にまとめ委員会に報告し実

施委員会として理事会にあげ、具体的な内容を年内中には支

援出来るよう考えております。ありがとうございました。 

 

 

・「子供食堂の支援」について      福岡  均 

皆さんこんにちは。 

本年度初めて立ち上

げる奉仕プロジェク

トとして子供食堂の

支援の実施委員長

を私が拝命致しまし

た。 

 

委員は、菊池会員、

三田会員、田﨑会員、伊藤会員、私を含め5人で子供食堂の

支援を進めていきたいと考えております。 

多摩市の中にも子供食堂は幾つかありますが実務、予算等

考慮し一つに絞り支援をしていきたいと思います。 

すわハーモニーカフェの代表伊藤様は、永山運送に務めてい

た方で森本会員、元会員大松さんもご存じの方です。その方と

2回ほど話をしました。 

活動は、親からお金だけを渡されて関心を寄せられていない

子供達や孤食のお年寄りの方が集まり食事をしています。 

要望としては、共に食事をしたり交流をして頂きたい事だと

仰ってました。 

コロナの状況の為、状況に応じ団らんを一つの場として食事

をして交流を深めていくという企画をまずは、立ち上げていき

たいと思います。取りまとめ理事会に提出し決議を仰ぎたいと

思います。よろしくお願いします。 

 



② 質疑応答・意見交換               

 

質問⑴  

Q1.初野会員：東京少年消防団の活動でコロナの影響はどのよ

うなものですか？ 

 

A.峯岸会員：団員が52、3名おります。 

 人数制限がかかっており区切りながら学年別に対応していま

す。 

  

Q2.人数は昨年と変わらず寧ろ増えているのでしょうか？ 

 

A.昨年とそれほど変わっておりませんが、来年は増えると思い

ます。 

 

質問⑵ 

Q1.三田会員：子供食堂の支援についてですが、支援をする事

は良いと思います。 

但し、私たちが食事をする事でそのような方々にどのような形

でお役に立てるでしょうか？ 

 

A.福岡会員：代表の伊藤さんの話では、経済的にも恵まれてい

ない方、相談先もなく相談相手が誰かもわからないような子が

いるそうです。多摩グリーンロータリーには各分野の専門家が

いますので個人的にでも接点を持ち生活をサポートしていけれ

ばと思います。すわハーモニーカフェは有志の方が10人くら

いの組織のようです。 

実態としては、挙手をして私がこれをやるというようにしないと

立ち上がらないそうです。 

私たちの中にも具体例をあげて協力したい事があれば皆さん

で協力していけば良いかと思っております。 

 

【ご意見】森本会員 

 

2750地区 地域奉仕委員会というのがございます。 

どのようなプロジェクトを立ち上げるのかアンケートを送られた

と思います。2750地区の地域奉仕プロジェクトとしてはロータ

リーの顔となるようなのをピックアップし動画を撮りテレビ局も

入る事も考えているそうです。 

シャーロットさんの夏期休暇は、３カ月くらいありまして 全て

彼女は身体障碍者、農家の出店のようなサポートをして大忙し

だったそうです。 

地域の為に奉仕をしたいからこれと決めるのではなく、最初

に出来る出来ないではなく、アバウトな感覚でもいいので、自分

自身が出来る事をしていくことが、伊藤さん（子供食堂）や他の

方にとって良いのではないかと思います。 

 

 

③ 閉会挨拶           会長 堤 香苗 

皆様、クラブ協議会にご協力ご参加を頂きありがとうござい

ました。先ほど福岡委員長にもお話を頂きました通りどのように

私たちが行動すれば良いのか皆様と一緒に考える場を作る事

ができ良かったと思っております。 

コロナの中で手探りではありますが、是非原点回帰という事

で出来る事を考えて踏み出していければと思います。 

 

④ ガバナー補佐講評  ガバナー補佐 遠藤 泰夫  

 

皆様の話を聞いていて多摩市の消防少年団の支援、人

数が多く人数制限し学年別にしているという事ですが、非常

によい事業だと思いますので、是非継続的に進めてほしい

です。 

 

ラオスの小児病院の支援ですが、現地と直接やり取りを

して現地では何が必要なのかリサーチをしている事に非常

に感動致しました。被災地では、必要な物は毎日変わるそう

です。 

東日本大震災、阪神淡路大震災の際にも支援に行きまし

たが支援をする品物は常に一緒ではない。 

その都度、変わってきます。東北に行った時に感じたのは

同じ物質をいつまでも送ってこられますとそれを保管する場

所が必要になる。 

そういった点を考慮しお金を送り向こうで必要な物を送り

必要な時期に必要な物を買って頂くこれは、非常に素晴らし

い事だと思います。 

お金を送って支援活動をするというのも大切な支援活動

だと思います。物資が届かないので支援を留まってしまう場

合がありますが、それを留まらず現地に必要な物を買って

頂くという柔軟な思考に切り替えた事は非常に良い事だと

思います。 

 

新しく子供食堂の支援について始めるという事ですが各

地で一人親問題が増えてございます。そのような点に目を

向けておられる事は非常に良い事だと思います。 

それぞれが自分の職業について自分の知識や経験の中

で出来る奉仕をしていく事がロータリアンに必要な事だと思

っております。 

 

このような活動をしている皆さんにとても感動をしました。 

非常に良いクラブ協議会に参加させて頂きました。 

ありがとうございました。 

 

 
◎閉会点鐘              会 長 堤 香苗 

（今週の担当 伊藤 綾乃） 


