
    

 

                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                           
 
 
 

 

 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員会 小坂 一郎  

                            

◎点鐘              会長 小泉  博 

                                            

◎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 菊池  敏 

◎お客様紹介           会長 小泉  博 

 岡山西南ＲＣ            椎原 裕二様 

 株式会社キャリア・マム  代表取締役 堤 香苗様 

 会員ご家族             関岡 貴之様 

 

◎ご挨拶               堤 香苗 様 

皆様方の貴重な時間を頂きまして有難うございます。 

㈱キャリア・マムの代表の堤でございます。 

多摩市で商売をさせて頂き約 15 年になります。青年商工

会議所のメンバーだったこともあり、前市長を初め色々な

面でお手伝いをさせて頂きました。地元でご活躍されてい

る諸先輩の方々のこの様な席に自分が参加しても良いの

かと内心気にしていたのですが、荒瀧様から一度参加して

みたらということで参加させて頂きました。 

私は、15年女性の在宅支援をしてきましたが、今はハンデ

ィキャップのある方、リタイアされたシニアの方にもイン

ターネットを活用して社会に繋げるという仕事も行って

います。私共、本年度の東京都のワークライフバランス企

業として 12 社認定されている中の｢多様な働き方｣部門で

受賞もさせて頂きました。 

今後は、本日のご縁が何かの形で繋がり、皆様方のお役に 

たてればと思っています。どうも有り難うございました。 

＊会長の紹介によりますと｢入会を前提｣に体験参加して戴

いたそうです。 

◎会務報告            会長 小泉  博 

12月７日第13回定例理事会を行いました。 

議案内容は以下の通りです。 

第１号議案：クリスマス例会・寿例会の開催と予算 

 提出されたクリスマス例会予算を承認。なお、重点親睦

活動事業費の範囲で寿例会及び花見例会を計画して頂

くようＳＡＡ・親睦に依頼する。 

第２号議案：奉仕ＰＪ関係予算の配分と使用状況 

 重点奉仕活動事業費の範囲で実施するが、計画に対して 

 予算不足が発生した場合は募金等を含め検討する。 

第３号議案：東日本復興支援活動の参加取消 

 前回の理事会で参加を表明したが、財政的協力を必要と

するため参加を見合わせることとした。 

 

 

 

 

 

 

第４号議案：新人会員候補の承認 

 詳細は幹事より説明します。 

その他 

① 花火大会委員会の参加報告（荒瀧幹事出席）   
３年間実施見合わせと決定 

② 多摩市障害者福祉協会主催美術作品店に協賛 
③ 多摩青年会議所新年会に会長、会長エレクト、幹事
の３名参加予定 

④ 多摩市障害者福祉協会「新年の集い」に会長、幹事
で参加予定。 

◎幹事報告            幹事  荒瀧 義機 

1、新入会員候補のお知らせ    配布資料参照 

2、ハイライト米山141号 

3、他クラブの例会変更 

   東京武蔵府中ＲＣ、東京狛江ＲＣ、 東京たまがわＲＣ、

東京ｉシティＲＣ。詳細は事務局に問合わせ下さい。 

4、12／21クリスマス例会出席表、2／23国際ロータリー 

第2750地区大会出席表を回覧。 

【 委員会報告 】 

◎出席報告       出席奨励委員会 宮村  宏   

会員総数              ３４名 
   出席義務者数            ２４名 
   出席者数     出席義務者    １８名 
            出席義務免除者   ７名                                                      

            事前ＭＵ      １名  
            計        ２６名 
出席率     26/31   =   ８３．８７％ 
第993回例会（11/30）訂正出席率 ７７．６７％ 

◎ニコニコＢＯＸ   ＳＡＡ・親睦委員会 三田みよ子 

 椎原 裕二様 1年間大変お世話をしました。 

        来年も宜しく！ 

 小泉  博  お客様ようこそいらっしゃいました   

        楽しんで下さい。 

        関岡さん卓話よろしくお願いします。 

 荒瀧 義機  堤様ようこそいらっしゃいました。 

        楽しんでいただければ幸いです。 

        関岡様卓話楽しみです。 

 足立潤三郎  関岡さん卓話よろしくお願いします。 

        義母の葬儀に際し鄭重なるご厚志心 

よりお礼申し上げます。 

 大松 誠二  関岡さんの話はいつもセイロンだ、 

        なんてね。 

 

 
                                                                                                                                                                   
    
 

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 
TEL042-372-6463FAX042-372-6491 Eメール tamagrc@tamagrc.join-us.jp 

会長 小泉 博  幹事 荒瀧義機    
会報・記録委員長 柴崎信洋  副委員長 大松誠二   
委員 片山哲也  菊池 敏  宮本 誠  海野榮一  山田 勍 

                                                                                                                                                                   ２０１１．１２．１４． 第９９５回例会  No.２２－２３  ２０１１．１２．２１発行 

 

 

  
                                                                                                                          

 

 

        

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

  

    
      

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 
        ２０１１～２０１２年度 

 

 

愛と笑いで創ろう友の和・広げよう奉仕の輪 
 



 萩生田政由  関岡様卓話楽しみにしています。 

 伊藤 英也  堤様ようこそ。 

        関岡さん卓話楽しみです。 

 伊澤ケイ子  関岡さん卓話楽しみです。ご子息さま    

        お手伝い有難うございます。 

 菊池  敏  関岡さん卓話楽しみにしております。 

 宮村  宏  関岡さん卓話楽しみです。 

 中谷 綋子  関岡さん卓話楽しみです。 

 齋藤 誠壽  お寒くなりました。関岡様今日はお勉強 

        させて頂きます。 

 関岡 俊二  お客様ようこそ。 

 澄川  昇  関岡さん卓話よろしく。 

 津守 弘範  関岡さん卓話楽しみにしております。 

 山田  勍  お客様ようこそ。関岡さん卓話楽しみ 

        です。 

本日の合計￥２６，０００（累計￥４０８，０５１ ） 

◎その他委員会 

☆ＳＡＡ・親睦委員会      委員長 足立潤三郎 

先週、遠藤副委員長よりご報告あったと思いますが今年 

のクリスマス例会は、山田支配人のご好意により例年と 

は異なった楽しいクリスマスが家族共々出来るのではな

いかと思います。クリスマス例会は家族一緒に楽しめる

一大イベントです。家族の皆様お誘いの上ご参加くださ

い。また、ビンゴゲームを行います。必ず一人一品以上

賞品を提供下さい。 

ＳＡＡ親睦委員の皆さんは、例会終了後クリスマス例会

の最後の打合せを行いますのでお集まりください。 

 

☆ロタキッド委員会    副委員長 宮本  誠 

12／23ヴィータホールで行うロタキッドのコンサートチ

ラシが配布されています。 

今年の当ＰＪの目標の１つであった、多摩市教育委員会の

後援をいただきました。 

大ポスターも作成しましたのでお客様が見えるような場

所に貼って頂きたい。 

又例年ご協力を頂いていますプログラムへの広告のご協

力もお願い致します。 

12／24クリスマスイヴの午後、当ホテルの山田支配人のご

好意により当ホテル「デュエット」のお客様向きに２ステ

ージ、合唱を行いますので是非聴きに来て下さい。 

当日はキム・ヨンジャを呼んだパーティーもあるようです。

出席される方も終了前後、仲間と一緒にお聴き下さい。清

らかな、また違った気分になれますよ。 

 

 ☆ゴルフ同好会        部長 海野 榮一 

今年度初めて昨日スクラッチ会を府中ＣＣで9名にて行い

ました。優勝は萩生田会員、2 位は関岡会員 天気も良く

楽しめました。 

同好会からのお願いですが、以前当会に登録されている方

は年会費￥5,000を菊池会員にお支払い頂きたい。 

ご協力をお願い致します。 

 

◎卓話者紹介   プログラム委員長 伊澤ケイ子 

今日の卓話は、関岡会員です。仏教国スリランカについ

て卓話して頂きます。スリランカについて私たちの知ら

ないことなど詳しく話して頂きます。 

◎卓話「仏教国スリランカ」     関岡 俊二会員 

この会で｢ニコニコBOX｣を通して、関岡の名前が沢山出

たのは初めてです・・・。 

本日はスリランカについ

てお話しします。スリラ

ンカは、光り輝く島とい

う意味です。1948年2月

4日にイギリス領から独

立しました。 

1978年に国名をセイロン

からスリランカに改名。 

国土は、6万5,607平方キロメートル。北海道の80％。 

人口は2,45万人。人種はインドアーリア系シンハラ人が

大半で、タミル人、ムーア人。言語は、シンハラ語、タ

ミル語、英語です。宗教は、仏教が大半でヒンドゥ教、

イスラム教。この国は、1983年から2009年までタミル

人とシンハラ人により26年間争いが続きました。気候は

良く年間平均気温は27度。高地は16度、最高気温も30

度を超えることはありません。通貨は、スリランカルピ

ーで日本円にして70円。産業は繊維産業のほか、天然ゴ

ム、紅茶、ココナッツ、宝石です。特に紅茶は、シルバ

ーチップス（一芯二葉）が最高級品です。宝石は、ルビ

ー、サファイア、アレキサンドライト、スリランカでし

か産出しないパトマラ－ジャがあります。料理は、代表

はカレーです。数種類あり一般的には辛いですが、ココ

ナッツミルクを使用しマロヤカにもなっています。材料

は、魚が多く牛や鶏肉の煮込みも使用します。 

仏教は、南伝仏教、小乗仏教があります。コスタリカは

南伝仏教です。小乗仏教は妻帯と肉食は禁止です。 

仏教遺跡としては、仏歯寺、シーギリヤロック(140年前 

にイギリスが発見）、最初の仏教伝来の地であるアヌダ－

プラのシンボル｢ルワンウェリ・サーヤ大塔｣、華やかな 

王朝時代の古都｢ポロンナルワ｣、石窟寺院｢ダンブッラ｣

があります。 

ランカみゆき幼稚園は、多摩みゆき幼稚園創立45周年記

念事業として寄贈したものです。その理由は、スリラン

カの仏教精神に感動したからです。それは太平洋戦争当

時、日本は戦時中スリランカの天然ゴムを大量に搾取し

ました。その代償にスリランカへの賠償責任があった訳

です。1951年9月8日サンフランシスコで第二次世界大

戦終結のための平和条約が締結されました。その時、ス

リランカ（当時セイロン）の代表が日本への賠償請求権

を放棄しました。当時スリランカ政府の大蔵大臣であっ

た（後に大統領）ジャヤワルデネ氏は政府見解として世

界51ヶ国の代表の前で次のような仏陀の言葉を紹介し

平和を求めました。その言葉とは、｢実にこの世において

は、怨みに報いるに怨みを以ってしたならば、ついに怨

みの息む事がない。怨みを捨ててこそ息む。これは永遠

の真理である。」この仏陀の言葉を信じると表明し、賠償

権を放棄しました。この態度に世界は感動し、又、仏陀

の教えが世界に広まることになりました。 

以後、日本政府や日本の仏教会は、スリランカに援助

を惜しまず続けています。その一端として幼稚園を寄贈

しました。      

◎お礼と点鐘          会長 小泉  博 

  （今週の担当： 山田  勍 ） 


