
 

                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                         
◎司会      ＳＡＡ・親睦委員会 加藤喜三郎 

                             
 

◎点鐘             会長 伊藤 英也 

 

◎国歌斉唱 

 ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

           ソングリーダー 菊地  敏 

 

◎お客様紹介          会長 伊藤 英也 

東京東村山ＲＣ               野村 高章 様 

R 財団国際親善奨学生          張  恵隣 様 

三井生命（株）多摩営業所        三田 みよ子 様 

村上会員夫人                 村上 郁子 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎会務報告           会長 伊藤 英也 

１． 7 月 20 日の「社会を明るくする運動」のパレード

に当クラブから会長、幹事、海野会員、大松会員

が参加。 

２． 7 月 22 日、第 1回の地区会長・幹事会があり、宮

本幹事と出席。内容は次回に。 

３． 7 月 22 日、臨時理事会を開催。 

 ①8 月 11日の花火例会は、天気により中止もあり、 

  その場合でも予定通り夜例会として行う。詳細 

  は幹事報告で。 

 ②足立会員、小坂会員、宮本会員、津守会員より 

  定款による出席免除の申請があり、これを承認。 

 ③今年度の活動計画としての禁煙問題につき理事 

  会としても検討。よい案がなく皆さんも考えて 

  欲しい。暫くは愛煙家の方々も試みとしてロータ 

リーの寛容精神でやってみて頂きたい。 

 

 

 

◎幹事報告           幹事  宮本  誠 

１． 今年は会報のファイルをお配りしておりません。 

年度の終わりに１年分を製本して各人にお渡しす

る予定です。 

２． 禁煙問題につきなかなか良い案がなく、また一度 

理事会で決めた事を右往左往するのもクラブ運営

上良くない。暫くはお試し期間でやってみて下さ

い。 

３． 花火の件 

・チケットはまだ充分にあります。 

ご家族お誘いで。 

・テーブル付きの席でおつまみの盛り合わせと飲

み物が用意されます。 

・当日と前後の３日間でトータル６人のお手伝い

が必要になります。出られる方を募ります。 

・花火が中止の時は、1 時迄にお知らせします。

その場合例会は多摩センターの何処かでやりま

す。 

・クラブに提供頂けるチケットは早く持ってきて

下さい、遅くとも 10日迄に。 

・花火出欠、お手伝い、富士見ＲＣの３種の回覧

が回っております。 

 

◎直前会長報告       直前会長 伊澤ケイ子 

  昨年度の会計報告は 8月 19 日になる予定です。 

 

◎富士見ＲＣ訪問について   世話役 小田 良生 

富士見ＲＣの夜例会へのお誘いをメールとＦax 

   でご案内をさせて頂きました。申込みを回覧中で

す。 

 

◎ＳＡＡ・親睦委員会     委員長 足立潤三郎 

  8 月 5 日（水）は 11 日の花火大会へ移動例会とな

ります。飲み物は用意しますが、弁当は各自準備

をして下さい。集合は 18：30 に聖蹟桜ヶ丘駅前交

番前です。花火は 19；30 から 1時間で、終わり次

第自動解散となります。 

 

◎Ｒ財団国際親善奨学生スピーチ   張 恵隣 様 

                紹介：村上  久 

  日本について感じた、韓国との相違点をお話しま

す。日本人がよく使う言葉は「スミマセン」です。 

 

 

 

 

  
                                                                                       

 

 

        

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

  

                       

     
          

 

                

             

          
            
 
 
 
 
 
    

     

 
 

 
 
 
 

 

 

             
 

  

    
      

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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エレベーターでも、

隣に座る時も 

よく「スミマセン」

と言う。これが日本

人の情緒だと思いま

した。 

食堂で気づいた事で

すが、韓国ではスプ

ーンや箸は縦に置き

ますが日本では横に

します。基本的に和

食では箸だけを使い

ます。 

他に、初対面の時の挨拶の仕方や食文化、名前の

呼び方など色々ありましたが、その中でも記憶に

残るのは「和」です。日本では伝統的なものには

「和」という字を付けます。和食、和服、和紙、

和菓子などです。韓国では韓国料理は韓食、伝統

衣服は韓服などと「韓」という字を付けます。日

本では「和」という字は人間と人間の和やかな関

係を示すそうです。韓国人を象徴する文化思想は

「情」です。韓国は情の文化だと言われています。

韓国は昔から心の痛みを抱えている民族と言われ

ます。韓国人は隣の人の大切さ、そして「施し」

の意味をよく分かっていました。お互いに助け合

って生きて行かなければいけないことを切実に悟

っています。苦痛と悲しみを分かっていたので、

祖先は情という思想を受け継いで来ました。 

私はこの様に漢字１つの文字で国民の深い情緒が

表せる東洋の漢字の文化が大好きです。それで私

は今、漢字教育を専攻しています。日本と韓国は

こういう東洋の情緒を持っているという面では大

きな共通点だと思います。 

 

 

♪♪《おめでとうございます》♪♪ 

  

◎7 月誕生日祝       ＳＡＡ・親睦委員会 

               足立潤三郎委員長 

  赤尾 恭雄会員 遠藤 二郎会員 伊藤 英也会員 

   宮村  宏会員 小田 良生会員 小笠原 悟会員 

 

加藤 満子様  岩野 登様 

 

【 委員会報告 】 

 

◎出席報告           出席奨励委員会  

                小田良生委員長 

 会員総数              ３７名 
 出席義務者数            ３１名 
出席者数     出席義務者    ２０名 
          出席義務免除者   ５名                                                      

          事前ＭＵ      １名  
 出席率            ７２．２２ ％ 

886回例会（7/8）訂正出席率 ７２．２９ ％  
 
 
◎ニコニコＢＯＸ      ＳＡＡ・親睦委員会 

                 岩野京子委員 

村上 郁子様  三田さんと見学に来ました。 

野村 高章様  お久し振りです。100 回目の世界大会

に行って来ました。伊藤年度頑張って

下さい。 

伊藤 英也   お客様ようこそ 今夜はゆっくり楽しん

で下さい。 

阿部 華歌    お久し振りです。三田さんようこそ！！ 

足立潤三郎   お客様ようこそ。 

萩生田政由   秋田駒ケ岳で、コマクサ、チングルマ、

エゾツツジ、ニッコウキスゲ、タカネスミ

レなど高山植物の花が咲きみだれてい

た。 

菊池  敏    久しぶりです。 

岩野 京子   本日は村上奥様 三田さんとようこそ！ 

伊澤ケイ子   お久し振りです。 

加藤喜三郎   お久し振りです。 

宮本  誠    ひぐらしが鳴いています。 

宮村  宏    花火大会天気がいいといいですネ。 

中谷 綋子   お久し振りです。 

小田 良生   皆様 8月 27日お待ちしております。 

齋藤 誠壽   梅雨が明けたか明けないか分からな 

状態です。健康に注意して下さい。 

海野 榮一   お暑うございます。 

 

本日の合計￥２１，０００（累計￥１２６，０００） 

 

  

◎その他 

 

 幹事より：今年澄川さんは 100％出席するそうです。 

 

 

◎点鐘             会長 伊藤 英也 

 

             （今週の担当 吉沢洋景） 

 

 

 


