
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

 

 

◎司会        ＳＡＡ・親睦委員 初野 有人 

 

◎開会点鐘            会長 三田みよ子 

 

◎ロータリーソング「我等の生業」 

           ソングリーダー 吉沢 洋景 

◎お客様紹介           会長 三田 みよ子 

 卓話講師     せいざん株式会社 池邊 文香様  

  

◎会務報告            会長 三田 みよ子 

 第 15回臨時理事会を開催 

・地区「ロータリーデー2750」5 月 12 日(日)10：00～ 

＠赤坂ｱｰｸﾋﾙｽﾞ・カラヤン広場にて開催 

 東グループとして グラブづくり 

・多摩市社協チャリティゴルフ大会協賛を承認 

・会員増強に関して更に力を入れる事を決定 

◎幹事報告            幹事 菊池  敏 

・配布物：ロータリーの友 4月号、新会員入会式次第 

 ロータリーデーイベントパンフレット 

・回覧：ガバナー月信 4月号、ﾛｰﾀﾘｰﾃﾞｰチケット申込書 

・東京 i シティﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより講演会のお知らせ 

・他クラブ例会変更：事務局へお問い合わせ下さい。 

 

◎次年度会務報告    会長エレクト 入沢 修自 

・奉仕プロジェクト会議の報告を受けて 

 １、麻薬撲滅を提案。（学校等への働きかけ等） 

 ２、被選理事会にてその他ご報告を予定 

 ３、各委員会の炉辺会合の開催を予定 

 

 大槻 一夫 会員入会式 

 

 ※司会       会員増強委員長 入沢 修自 

≪祝入会！ 大槻 一夫君≫ 
Ⅰ新会員紹介            推薦者 峯岸  忠   

  ご一緒にゴルフをした際、温厚な方なのでＲＣにつ 

いてお話をさせて頂きましたところ、快くご返事を頂 

きました。多摩センター駅近くに事務所がございます 

ので、税務相談をしていただければと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ入会証書授与・バッチ貸与   会長 三田みよ子 

Ⅲ会員証・バナー授与       幹事 菊池  敏 

Ⅳ「四つのテスト」、活動計画書、定款・細則、 

       ロータリーの手引「用語集」授与  

         ロータリー研修委員 宮本  誠 

Ⅴ所属委員会およびアドバイザーの指名 

会長 三田みよ子 

※所属委員会：ＳＡＡ・親睦委員会 

※アドバイザー：峯岸 忠会員、森本 由美会員 

Ⅵ歓迎の辞          会長 三田 みよ子 

Ⅶ写真撮影  会長、幹事、アドバイザー 合同撮影 

Ⅷ新会員挨拶            大槻 一夫会員 

本日、入会させて頂きました。17年前、この地に開業 

しました時は縁もゆかりもない所でしたので、ロータリ

ークラブに入会する事は全く想像もしておりませんで

した。入会できました事は大変光栄に思います。今後は 

皆様の知見を勉強させて頂きながら、多摩市に恩返しを

していければと考えております。 

 

【 委員会報告 】 

◎各委員会・他 

 ★次年度奉仕プロジェクト炉辺会合 

             統括委員長 峯岸  忠 

 

 

 

大槻一夫様、入会おめでとうございます！ 

これからも会の為にも頑張って頂きたいと思います。 
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会長 三田みよ子  幹事 菊池 敏    会報・記録委員長 小泉 博 

副委員長 守田 亨 委員 関岡俊二 遠藤二郎 瀬戸 武 宮本 誠 
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 ★社名変更のお知らせ      三田みよ子 

三井生命が 4 月 1 日「大樹生命」へ社名変更しました。 

 

◎出席報告      出席奨励委員会 萩生田政由 

会員総数                29名 

出席義務免除者           7名 

出席者数 出席義務者           15名 

出席免除者        7名                                     

計                22名 

 

出席率    22/29  = ７５.８６％ 

第 1305回(3/27) 訂正出席率 ８８.８９％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員 杉山 真一 

 三田みよ子 大槻さんご入会おめでとうございます 

宜しくお願い致します。 

 菊池  敏 大槻様 御入会ありがとう 池邊様 

       卓話よろしくお願いします。 

 小坂 一郎 お花見例会に参加できなくて残念でした。 

              お土産ありがとうございます。 

 遠藤 二郎 大槻さん入会オメデトウ 大歓迎です。 

 村上  久 大槻 一夫さん入会お目出度うござい 

ます。 

 初野 有人 大槻様入会おめでとうございます。 

       せいざん（株）池邊様卓話ありがとう 

ございます。 

 吉沢 洋景 花見旅行に行けなくて残念 おみやげ 

を頂いて。 

 入沢 修自 雨もまたよし、葬儀、お墓のこと 

       勉強になります。 

 足立潤三郎 大槻様御入会お目出とうございます。 

       奥多摩湖では桜に雪が積もっている 

そうです。 

 萩生田政由 池邊文香様本日の卓話楽しみです。 

 伊澤ケイ子 大槻様御入会 おめでとうございます。 

 林田 敏誠 大槻様、ご入会おめでとうございます。 

 峯岸  忠 大槻さん入会おめでとうございます 

       池邊さん卓話楽しみにしています。 

 大松 誠二 桜の花も、枝でこごえているよ。 

 森本 由美 池邉さま、ようこそ！！ 

       本日の卓話よろしくお願い致します。 

 堤  香苗 純平が 4 月に無事に高校入学しました。 

       本日、東京新聞にココプレイスが掲載。 

 杉山 真一 大槻様入会ありがとうございます。 

       今後とも宜しくお願いします。 

        

本日の合計￥１９，０００ （累計￥７１８，３２４） 

 

◎卓話者紹介    プログラム委員長 初野 有人    

◎卓話 『いまどきの終活事情』 

8,000件の葬儀・お墓相談から見えたこと 

         せいざん株式会社 池邊 文香様 

運営事業：納骨堂紹介、青山霊廟運営、エンパーク、 

生きがい紹介サイト 

お若くて、10年のキャリアが自信に満ちていました！ 

葬儀相談：緊急、事前相談、生前相談 

葬儀相談、葬儀現場を通して思う事は、亡くなった人を

想って一生懸命動いてくれる人に出会う事。 

 

「終活」に感じる課題―ビジネス化する終活 

終活とは １、自分の死後、家族が困らないように財産な

どを整理・始末する。２、終末期における自分の願望を

成し遂げるために準備する。 

「死」のリテラシー(知識・理解)が失われてきている 

死が生活から遠のき、結果的に死のリテラシーがない人

が増えてきていると考えます。 

※ 想い合う関係の喪失＝供養の衰退に直結する。 

 

⦿ 居場所の数は無縁社会において重要な事です 

家と学校・職場のみのコミュニティでは価値観が偏る。 

理解してくれる居場所を増やす＝生きづらさ軽減する。 

 

どこでどう死にたいかよりも、どう生きていたいかを 

話せる場所へ 

血縁を超えた、ゆるやかな関係性が大切と考えています。 

※ 縁を結び直し、生きやすい地域・社会へ 

メッセージ  

家族でもない、友人でもない、同僚でもない、上司でも

ない・・＝>> 立ち位置だからこその関係を築くことが必

要と考えます。 

◎お礼と閉会点鐘       会長 三田 みよ子 

 

【 編集後記 】 

 

明治の元号は？ ： [一月
いちがつ

一日
いちじつ

]の歌詞の 2番に。 

「明けしとて」「治める」の歌詞。後にこの部分のみ 

変更。出雲大社宮司、第 80代 千家尊福さん作詞 

出雲大社にはひらがな文字の歌詞が掲示されている。 

出雲大社宮司（出雲国造ともいう）は東京、静岡、 

埼玉の知事も歴任された。 

大政奉還の大変な時代であったからこその歌詞。 

 

          （今週の担当 森本由美） 


