
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                               
 
 
 

 

 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員会 小坂 一郎 

◎点鐘                     会長 澄川  昇                                            

◎ロータリーソング 「我等の生業」 

                   ソングリーダー 菊池  敏 

◎お客様紹介                 会長 澄川  昇 

東京多摩RC 

副会長・クラブ管理運営委員長 水野 晴行様 

東京東村山RC          会長エレクト 野村 高章様

Café Way Master                西原 廣志様 

ミュージシャン                 コージー大内様 

◎会務報告                  会長 澄川  昇 

＊７月２４日開催の第３回理事会（臨時）の報告。 

・ガバナー補佐臨席の「クラブ協議会」（８月８日）のテーマ

は、今年度奉仕プロジェクトである「アンコールワット小児

病院支援について」と決定した。クラブ協議会は３０分を

予定しており、当プロジェクト実施委員長の関岡会員に準

備をお願いした。 

・次回例会（８月１日）は、①多摩市の奉仕行事への参加プ

ロジェクト②東日本大震災を忘れないプロジェクト、をテ

ーマとしてクラブ協議会を行なう。 

・多摩・稲城防犯協会の記念誌への広告出稿依頼につい

て検討し、これを承認した。 

・ガバナー公式訪問３クラブ合同例会の際のガバナー卓 

話への質問としては以下の通り決定。 

①「長期戦略（計画）について」（多摩ＲＣ） 

②「会員増強について」（稲城ＲＣ） 

③「寄付について」（多摩グリーンＲＣ） 

◎幹事報告                 幹事  荒瀧 義機 

・配布物：アンコールワット小児病院支援プロジェクト決算

報告（２０１１～２０１２年度） 

・回覧：訃報 （岩井 敏パストガバナー） 

    東京多摩ブロバスニュース、老人会「朋友」 

・例会変更：東京目黒ＲＣ、東京南ＲＣ、東京城南ＲＣ、東京

麻布ＲＣ（詳細は事務局まで） 

◎前年度会長報告   （代理）会長エレクト 萩生田政由  

本日欠席の小泉直前会長に替って報告。 

・「アンコールワット小児病院支援プロジェクト」の決算報告

書が関岡実施委員長より提出され、前年度理事会にお

いて承認し、本日、配布してあるので確認下さい。 

・本日例会前、津守会員立ち会いのもと、２０１１～１２年度 
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の会計監査を実施した。 

・次週例会前（８月１日、１１時３０分～）に前年度理事会を

行なう。議題は、「２０１１～１２年度決算報告」。 

◎委嘱状授与                会長 澄川  昇 

  地区ポリオ・プラス委員会 副委員長 遠藤 二郎会員 

地区ポリオ・プラス委員会から、遠藤二郎会員の副委員長

再任要請が届いた。よって、就任を委嘱します。 

◎出席表彰                 会長 澄川  昇 

村上 久会員が例会出席２０

年間皆出席を達成された。 

クラブ会員の模範として敬意

を表し、今後の継続にも期待

して、記念品を添えて表彰し

ます。 

 

【 委員会報告 】 

◎出席報告        出席奨励委員長会 吉沢 洋景  

会員総数                   ３４名 

      出席義務者数                ２４名 

出席義務免除者               １０名 

      出席者数  

出席義務者（事前MU２名）         １８名 

      出席義務免除者                ８名                                                      

            計                  ２６名 

出席率    26/32   =  ８１．２５％ 

第1020回例会（7/11）訂正出席率 ８３．８７％ 

◎ニコニコＢＯＸ      ＳＡＡ・親睦委員会  堤 香苗 

 水野 晴行様  スカイツリー見学ツアーお誘いに参り   

           ました。 

 野村 高章様 小泉さんご苦労様でした。荒瀧さん 

           留年との事、私は来年会長です。 

荒瀧 義機   水野様、野村様、西原様 、大内様 

           ようこそ。澄川年度最初の夜例会 

           楽しみましょう。 

 萩生田政由   お客様ようこそ！ 

           ジャズとバーボン 楽しみにしています。 

 伊藤 英也   誕生日祝いをいただけるそうで。 

 伊澤ケイ子   お客様ようこそ。 

 菊池  敏    お客様ようこそ！ ジャズとバーボンの 

           卓話楽しみにしております。 

 

 

                                                                                                                                                                   
    
 

 
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 
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会長 澄川 昇  幹事 荒瀧義機    
会報・記録委員長 宮本 誠  副委員長 小泉 博  
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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 
        ２０１２～２０１３年度 

 

全員積極参加でロータリーを楽しもう！ 
                 

 

 



 宮村  宏   ジャズ 楽しみです。お客様ようこそ。 

齋藤誠壽  お誕生日の皆様 よろしくお願い致し           

ます。 

 関岡 俊二  お客様ようこそ。 

本日の合計￥ １６，０００ （累計￥８４，０００） 
◎その他委員会 

☆ 富士見高原納涼 ゴルフコンペ＆長野・山梨バス観光 

                          大松 誠二会員 

８月５日～６日の「長野・山梨バス観光」のご案内です。今回

のツアーは、富士見ＲＣとの友好を深めようという主旨のもと、

ゴルフ組１０名、観光組１０名の計２０名で出かけます。観光

組では、白樺湖の高原の風を満喫するプランや、美術館巡り

など、「文化の薫り」のを求める旅を計画しております。どうぞ

お楽しみに・・。  

☆国体について                 宮村  宏会員 

多摩市の国体実行委員会の委員をしております宮村です。 

来年、東京国体が行われますが、多摩市ではハンドボール、

サッカー、スポーツ吹き矢などの会場として協力することが決

まっております。今年は、８月１０日～１２日にかけて「第１７

回ジャパンオープンハンドボールトーナメント」（女子の部）が

多摩市総合体育館で行われます。来年の予行演習ともなる

ようですから是非ご覧下さい。 

☆多摩RC 移動例会スカイツリーへのお誘い      

東京多摩RC 水野晴行様 

東京多摩ＲＣでは、９月１９日（水）に「東京スカイツリー見学

会」を行います。当日１４時聖蹟桜ヶ丘集合、貸切バスにて都

内に向かい、東京スカイツリーの見学、ソラマチでのショッピ

ングを経て、帝国ホテルのインペリアルバイキング「サール」

で夕食、夜１０時頃に聖蹟桜ヶ丘到着後、解散という予定です。

例会はバス車中にて行います。（会費は１０，０００円） 

参加枠に余裕がありますのでご一緒にいかがでしょう。 

◎♪７月誕生日祝い ♪           SAA・親睦委員会 

 

赤尾 恭雄会員  

遠藤 二郎会員     

伊藤 英也会員 

宮村  宏会員 

 

◎卓話者紹介         プログラム委員長 齋藤 誠壽 

今夜は、楽しいお話をということで、私が通っておりますBar

のマスター西原廣志さんと、西原さんご紹介のミュージシャン

「コージー大内」さんにご登場願います。 

◎Ｃａｆｅ Ｗａｙ Ｍａｓｔｅｒ              西原 廣志様 

皆さんこんばんは。こういう場に一寸毛色の変わった者が伺

いまして、ヨタ話をさせて頂きますが少しの間のご容赦をお

願いします。生まれは秋田で、６４歳です。おサケが大好きで

して、唐木田で６～７年前からCafé Barをやっております。４

０過ぎまでは普通に会社員をしておりましたが、突然の転身 

を思いつき退職。その後は、なかなか仕事が見つからず４３

歳から５８歳まではフリーターとして引っ越しの手伝いをして

おりました。生業としての引っ越し作業の方は、身体は使って

も考える必要がな～んもないものですから・・ひたすらサケに

親しむ日々でした。ところが、５８にもなりますと身体がいうこ

とを利かなくなり、引っ越し手伝いを断念。新しい仕事も見つ

からず、しようがなく始めましたのがCafé Way です。 

オープンして一安心と思いきや、お客さんが来ません。夜８

時過ぎの唐木田はといいますと・・、

灯りがあるのは、店の向かいのコン

ビニと街灯と信号だけになります。

雨の夜ともなれば人影が全く途絶え

ます。開店当初はひかえていたので

すが、このままではやっていけない

と感じ、やむを得ずおサケをメニュ

ーに加えました。店内は、アメリカの昔酒場のイメージがある

ものですから「バーボンウイスキー」をメインに出すようにし

たのです。（ウイスキーの需要は、全アルコールの僅か１％

のシェアです。その中でのバーボンウイスキーの飲まれよう

は限りなくゼロに近いと思われる代物です。）ご存じのように、

バーボンはアメリカの開拓時代に荒くれ男どもがトウモロコシ

を原材料にして造ったサケをホワイトウォークの樽に寝かせ

て作り上げました。物が物だけにきつくて噎せ返ります・・。

（バーボンウイスキーのアルコール度数は４０度～７５度） と

ころで、サケはバーボンということですから、ＢＧＭはジャズ、

と決めたのですが無理でしたね（笑）。来店されるお客さんの

方がジャズに詳しいんですよ。かないません。そこで取り組

んだのが「ブルース」です。ブルースを始めるとお店がつぶ

れるというジンクスがあるのですが・・、そんなことにかまって

はおれず、ライブもとり入れたブルースでやっていこうと腹を

決めた次第です。リーマンショック、３．１１大震災と大変な出

来事を経ても、何とかやってこれているのは、ただただ、「サ

ケ」と「音楽」のおかげと想うこのごろです。ブルース、ジャズ、

ロック、リズム＆ブルースは系譜を同じくするものです。この

後は、コージー大内さんの演奏をお楽しみ下さればと思いま

す。コージー大内さんが過ごされた九州大分の「日田弁」で語

られます。 

◎ ミュージシャン                コージー大内様          

自分のギャンブルオヤジのことを「オヤジブギ」に託し、生ま

れ育った日田の方言で歌わせてもらいました。 

最初は、ブルースを英語で歌っていたのですが、英語には皆

目自信が無く、どうせうまく話せないのなら・・いっそ「日田弁」

で・・、となり「日田方言ブルース」になりました。次の曲は、上

京してまもなく、阿佐ヶ谷のアパー

トの一部屋に５人で住んで、ブル

ースに明け暮れていた頃の懐かし

い歌です。お聴き下さい。 

最後は、キノコ（ナバ＝日田の方

言）の歌です。「パパとナバブギ」。 

今夜はありがとうございました。 

 

 

 

 

◎お礼と点鐘                 会長 澄川  昇

（今週の担当： 海野 榮一） 


