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◎司会           森本 由美ＳＡＡ・親睦委員  

 

◎点鐘                 宮本  誠会長 

◎ロータリーソング「それでこそロータリー」   

菊池 敏ソングリーダー 

 

◎お客様紹介              宮本  誠会長 

 卓話講師「森の歌会」森のシンガーソングライター 

                     山田 証さん 

     「森の歌会」          五嶋洋子さん 

 司法修習生               下山田聖さん 

 

◎会務報告               宮本  誠会長 

1. 去る６月１０日、今年度最後の多摩東グループ協議会に

会長・幹事で出席（総括及び打ち上げ懇親会） 

2. 昨日１４日、今年度最後の地区会長・幹事会がありまし

た、席上当地区は４月末現在会員数４８８４名（１５１

名増）となり全国１位となったそうです。 

3. 今年度、各賞の表彰がありましたが、当クラブは「会員

維持優秀賞」をいただきました。 

4. ゾーンの「会員基盤向上セミナー」で上映された「よう

こそロータリーへ」のDVDが配布されたので事務局に保

存してあります。 

5. RIの事務総長から、規定審議会の正式な決定報告書がと

どきました。反対表明の権利がありますが、次年度理事

会に引き継ぐことにいたします。 

 

◎幹事報告               入沢 修自幹事 

配布：本日例会プログラム、第１１９５回会報、新会員入会

式次第 

回覧：ガバナー月信６月号、ハイライトよねやま１９５号、 

６月２２日（水）最終例会（会員・御家族出席表再回

覧）、東京多摩ロータリークラブ会報。 

 

◎次年度会務報告         小泉 博会長エレクト        

皆さん今日は、マークさん入会おめでとうございます。 

1. 第７回被選理事会を６月８日行いました。２件の奉仕プ

ロジェクトを採決しておりますが、田崎統括委員長より

提出のありました骨格設計を承認いたしました。 

2. 只今次年度の活動計画書の調整中ですが、会報記録委員

会が新しい試みをいたしております、詳しい内容につき

ましては委員長より後日説明があると思います、宜しく

お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※進行          会員増強委員長 峯岸 忠 

Ⅰ.新会員紹介         推薦者 田村 豊会員 

半年ほど前NTT社屋後に山本さんがコンティ多摩センターと 

言う施設を作られ、そこを利用した時に知合いました。山本 

さんが地域で仕事をする中で、色々な方々とお知り合いにな

り、色々な可能性を広げていきたいと言う気持ちを強く持っ

ていらっしゃることを知りまして、クラブへの入会をお誘い

しましたところ是非と言うことで今回入会いただきました。 

Ⅱ.会員証書授与・バッチ貸与     宮本  誠会長 

Ⅲ.会員証・バナー授与        入沢 修自幹事 

Ⅳ.[四つのテスト」、活動計画書、定款・細則、ロータ 

リー手引き「用語集」授与   

         萩生田政由ロータリー研修副委員長 

Ⅴ.所属委員会およびアドバイザー指名 

                    宮本 誠会長 

  ※所属委員会   ＳＡＡ・親睦委員会 

  ※アドバイザー 田村 豊会員・森本 由美会員 

Ⅵ.歓迎の辞             宮本  誠会長 

今年は初野さん、林田さん、マークさんと大変若い方が３人

も入ってくれました。歓迎の挨拶では、「なるべく早く溶け

込んでいただいて、早く仲良よくなってくださいね」などと

言い勝ちですが、むしろ若い人でクラブを引っ張っていくよ

うになっていただきたいと期待しています。 

Ⅶ.写真撮影  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ⅷ.新会員挨拶            山本マーク豪会員 

簡単に自己紹介をさせていただきます。 

アメリカで生まれ育って２重国籍を持っている山本マーク豪

でございます。いちばんバブルのバブリ－の８９年（２０歳）

の時日本に留学しました。初めて日本に来た時にびっくり仰

天（白人でない、背が低いと言うこと）。アメリカにいたとき、

結構コンプレックスを持っていた。日本を体験したら日本人 
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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 
        ２０１５～２０１６年度 

 

恐れず改革、フレッシュな25 周年クラブを！             

                                                                                                                             
 



であったことをものすごい誇りに思う。新しい日本の社会を

変えていくための新しいソーシャルコミュニティインフラを

多摩センターから作ろうと思っている。アメリカ、日本、チ

エコスロバキア（旧）ドイツと国際色豊かなマークさんには

イニシエ―ションスピーチでじっくりお聞きしましょう。 

【 諸事報告 】 

◎各委員会・他 

 ★奉仕プロジェクト【ラオス小児病院支援】 

                 関岡 俊二実施委員長 

６月９日、フレンズ・ウイズアウト・ア・ボーダーJAPAN新事

務所お披露目会に出席してきました。

代表の赤尾和美さんは、ラオスの貧困

農村に訪問看護をして活躍しています。

ラオス小児病院の支援品は、赤尾さん

より注射器の要望を受け、田村会員の、

めぐみ会を通じ２４０本入り段ボール

１４箱、合計３,３６０本を予算の￥２４,９５００の中から

寄贈することになりました。 

★表彰 ＲＩスポンサーピン授与    宮本  誠 会 

田村 豊 会員・津守 弘範 会員 

 

初野会員、林田会員

の推薦者の２人です。 

 

 

 

 

◎出席報告       田﨑 博実 出席奨励委員長 

会員総数                 32名 

出席義務免除者            7名 

出席者数  出席義務者           20名 

出席免除者       7名                                     

計                27名 

出席率    27/32  =  ８７.１１％ 

第1194回例会（6/1）訂正出席率 ９６.６７％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ    田﨑 博実ＳＡＡ・親睦委員 

 宮本  誠 マークさん入会、大歓迎です。 

うれしいですね。 

 入沢 修自 皆さんお元気ですね。私は少しずつ品行 

方正になってきました。 

 足立潤三郎 山本マーク豪様入会お目出とうござい 

ます。 

 大松 誠二 森の歌、楽しみにしています。 

       畑の歌を歌っている人より。 

 萩生田政由 森の歌会 山田様・五嶋様ようこそ！ 

       卓話たのしみです。 

 伊澤ケイ子 山本様ご入会おめでとうございます。 

 菊池  敏 山本様入会おめでとう！ 

       山田様卓話楽しみにしております。 

 小泉  博 山本さん入会おめでとうございます。 

 峯岸  忠 山本マークさん入会おめでとう。 

       山田さん、五嶋さん卓話よろしくお願い 

します 楽しみです。 

 三田みよ子 山本さんご入会おめでとうございます。 

       山田さま卓話よろしくお願いします。 

 宮村  宏 山本マーク様入会おめでとうございます。 

       楽しいロータリーライフを満喫しましょう。 

 

 森本 由美 山本さま、入会お目出とうございます。 

       山田様、五嶋様、卓話宜しくお願いします。 

 村上  久 山本さん入会お目出とうございます。 

 中谷 綋子 山本さま入会お目出等ございます。 

 齋藤 誠壽 山田様 演奏楽しみに聞かせて頂きます。 

 関岡 俊二 山本マーク豪様ご入会おめでとうございます。 

 田村  豊 梅雨入りしていよいよ夏が近づいていますね。 

 田﨑 博実 本当に、どなたか障がい者テニススクールの 

実施委員長を引き受けて下さい。 

one for all， all for one  

 津守 弘範 山本マーク豪さん入会を祝して ！ 

ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰの山田さん、五嶋さんよろしく。 

本日の合計￥２４,０００（累計￥９５３,９０４） 

 

◎卓話者紹介              森本 由美 会員 

◎卓話「森の歌会」           山田  証さん 

皆さんこんにちは、森のシンガーソングライター証と申しま

す。「森と歌を繋ぐ専門家」として森のガイドをしながらオリ

ジナルの森の歌を歌うアーティ

ストです。森の景色、森の音、

焚き火、ナイトウォークなど、

様々な自然体験と共に歌を聴く

ことで、カフェやライブハウス

とは違う音楽の楽しみ方を提供

します。本名 山田証。東京都多

摩市在住。シンガーソングライ

ターとして活動の一方、自然科

学にも興味を持ち、林業、造園業、環境教育、インタープリ

テーションの手法を学ぶ。2014年 エコジャパンカップカルチ

ャー部門エコミュージックにてグランプリを受賞。森林イン

ストラクター(全国森林レクリエーション協会)。多摩市、稲

城市を中心とした里山、緑地で音楽を親しむ「森の歌会」を

開催。今年春からは、全国の森で「森の歌会」を開催するた

めに、キャンピングカーで旅をしています。全国の森と人の

関係を繋ぎ直すイベントを行います。日本は世界でも有数の

森林大国と言われています。では、僕たちは日本人として「自

分がどう森と関わっているか」と国際社会に言えるでしょう

か。「森の歌会」は、音楽やアートを通して、森と人の関係を

繋ぎ直します。森の魅力、森の課題、森と人の関係を考える

きっかけを作ります。「地球意識50周年」、1968年アポ8号が

撮影した地球の全体像を世界中が見た瞬間、別々の方向を向

いていた人々の意識が一つになった瞬間と言われています。

あれからまもなく50年、この地球をこのまま次の世代に残し

ていいのでしょうか。「森に寝転んで、歌を聴いてみる」たっ

たそれだけで、気持ちが森に近くなります。感性を刺激し、

森の知識を得る手助けになります。大人は子供の頃のような、

森に親しんだ感覚を思い出し、子供が森と、一本の木と仲良

くなるようなプログラムを行います。 卓話の中で、音楽ラ

イブもお聴きいただきした。森にいるような気持ちで、皆様

にオリジナル曲「パイオニアソング」を聴いていただき、最

後に、お互いに「どうか良い人生を！」と声かけをするオリ

ジナル曲「どうか良い人生を」を歌わせていただきました。

これからも、多摩の森と人を繋げる活動を積極的に行ってい

きたいと思います。ありがとうございました。 

 

◎お礼と閉会点鐘         宮本 誠 会長  

（今週の担当 足立潤三郎） 


