
    

 

                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                     
 
 
 

 

 

 

◎司会         ＳＡＡ・親睦委員 峯岸 忠 

◎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    

 卓話講師 東京築地ＲＣ・ロータリーの友事務所理事 

                  二神 典子様 

◎会務報告             会長 小泉 博 

先週第4回定例理事会がありました。決定事項を報告しま

す。一つは障がい者テニススクールの企画書が大松委員よ

り出され承認しました。2 号議案として修正予算書の提出

と承認をしました。前年度の繰越金により予備費が出てお

ります。3 号議案はＳＡＡ親睦委員会の三田委員長より親

睦旅行の計画書が出され承認されました。 

4 号議案は来週のガバナー公式訪問の際の例会は、通常ス

タイルの夜例会で行うことに決定しました。5 号議案は当

ロータリークラブのホームページの更新を元会員の柴崎

さんにお願いしており、それに対してお礼をすることにな

りました。 

◎幹事報告            幹事 杉山 真一 

配布物：障がい者テニススケジュール、役割分担表、 

チラシ、本日卓話資料 

回覧物：ロータリー財団１００周年シンポジウム開催の 

ご案内、山の手西グループＩＭのお知らせ 

『諸事報告』 

◎各委員会・他 

 ★親睦旅行    ＳＡＡ・親睦委員長 三田みよ子 

今年は、日帰り旅行11月16日水曜日、行き先は横須賀の

軍港めぐりと三崎マグロを堪能するというもの、あと横浜

の三溪園に行きたいと思います。参加者30名を予定して

います。10月上旬までにはご案内状を作ります。 

また、この後この旅行の件などについて打ち合わせをしま

すので担当の方はご参加ください。 

 ★障がい者テニススクール 実施委員長 大松誠二 

来月10月13日、第14回になります

が開催いたします。 

最後のテニススクールになるかもし

れませんが、皆さん頑張って参加く

ださい。配布しましたのは、当日 
スケジュールなど3枚です。ご案内

の通り当日は小雨決行です。 

 

 

 

 

 

 

雨天中止の場合は翌週の20日です。その場合前日の19日

は通常例会ですので、二日連続になります。 

スケジュールは例年通りです。9時に集合し、それぞれの

役割を実施し、9時50分に開会します。 

また落合中の1年生にお手伝いいただきます。 

雨天中止は当日8時に決定しますので、その際は事務局の

電話は参加者の皆さんからの連絡を受けますので、会員の

皆さんは私の携帯電話に連絡ください。またＡ4.Ａ3のポ

スターがありますので、皆さんの職場などに貼って下さい。 

★ 財団室ＮＥＷＳにつて  

前年度地区ポリオプラス委員長 遠藤 二郎                

前年度の報告です。回覧でお回ししましたが、昨年の寄付

額ですが、34地区で一番でございました。ありがとうござ

いました 

また、残念な報告ですが、ナイジェリアでポリオの発症が

3名になり流行国に戻ってしまいました。その結果流行国

が世界で3か国になってしまいました。一進一退でポリオ

撲滅が進んでいる状況です。 

◎出席報告      出席奨励委員会 入沢 修自 

会員総数                32名 

出席義務免除者           8名 

出席者数 出席義務者           19名 

出席免除者        7名                             

計                26名 

出席率    21/31  = ６７.７４％ 

第1203回(8/31) 訂正出席率  ８０.６５％ 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員 菊池  敏 

小泉  博 皆さんこんにちは 二神さま卓話たのし

みです。よろしくお願いします。 

杉山 真一 二神様、卓話宜しくお願い致します。 

宮本  誠 ロータリーの友、二神さんの卓話楽しみ 

      ですね。話題はいくらでもありそう！ 

峯岸  忠 二神さん卓話よろしくお願いします。 

      秋雨が続いています。体に気をつけま 

しょう。 

伊澤ケイ子 二神様ようこそ。ごくろうさまです。 

村上  久 二神様ようこそ。 

森本 由美 お忙しい中、卓話に来て頂きありがと 

うございます。この１年半待っており 

ました。 

齋藤 誠壽 二神様、本日は勉強させていただきます。 

徳原  透 二神様、卓話宜しくお願いします。 
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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 
        ２０１６～２０１７年度 

 

魅力あるロータリーに！ 

 

                                                                                                        



遠藤 二郎 二神様、ようこそいらっしゃいました。 

      卓話宜しくお願いします。 

初野 有人 二神様本日はよろしくお願い致します。 

瀬戸  武 天気は不順でも明るく。 

足立潤三郎 豊洲新市場大変なことになってますね。 

      どうなるんでしょうか。 

 津守 弘範 大分すずしくなりましたね。 

大松 誠二 新しい席に座り面白い試みでよかったね。 

 中谷 紘子 涼しくなりました。お客さまようこそ。 

菊池  敏 お客様ようこそ！ 

本日の合計￥１７,０００（累計￥１６９,００３） 

 

◎卓話者紹介    プログラム委員長 森本 由美 

本日はロータリーの友編集長、二神典子さまをお招きしま

した。財団法人ロータリーの友の理事でもあり長年編集長

として、国際ロータリーの機関誌ワールドマガジンプレス

の情報を記事にされたりしておられます。 プロフィール

を紹介します。実は私と同じ島根大学付属幼稚園からの同

窓であります。その後青山学院大法学部、法政大学法学部

修士課程、愛知学院大法学部博士課程を経て同研究員とし

て在籍されました。 

昭和 59 年ロータリーの友事務所に入られ、その後編集長

に就任され、さらに平成 22 年ロータリーの友理事に就任

され、現在に至っています。ロータリー歴としては平成21

年築地ＲＣに入会、本年度は地区の広報委員長のお立場で

もあります。ではよろしくお願いします。 

◎「ロータリーと友」を楽しみましょう  

ロータリーの友事務所 二神 典子様 

今年の4月に規定改定審議会が開かれ、色々なルールが

変わりました。その定款の中には、

「ロータリーの雑誌の購読義務」と

いうことが書かれています。日本に

おいては、その地域指定雑誌は「ロ

ータリーの友」ということになって

います。ただ義務と受け取ってしま

うと、非常に窮屈でつまらなくなっ

てしまいますので、私は皆さんが興味のある部分を、楽

しく読んで頂ければいいなと思っています。 

 今日ここへ呼んで頂いて、早めに来て様子を拝見し

ましたところ、こちらのＲクラブは大変和気あいあいの

楽しそうなクラブだなあという印象を持ちました。です

からおそらく、皆さんこのＲＣにいられて良かったなあ

と思っておられると思います。このように自分のクラブ

の活動を楽しいと思っていらっしゃる方は、間違いなく

雑誌「ロータリーの友」も楽しんで頂けていると思いま

す。自分のクラブ以外の、海外や国内の別のクラブの活

動は意外と知らないものだと思いますので、ぜひ「友」

をご覧いただければと思います。 

ところでこの7月号を見て、あれつと思われた方も多

いのではないでしょうか。実は、この7月号からＡ4サ

イズになって少し大きくなりました。編集部でもすこし 

出来栄えに心配しておりましたが、評判もよく安心して

いるところです。また、前年度から変わっているところ

が2点あるので、お話ししたいと思います。 

一つは、「パズルｄe ロータリー」というページを作

りました。クロスワードパズルと数独です。「漫画やパ

ズルを」という読者の声に対応しました。その内容もＲ

クラブ以外の一般的な問題にし、答がロータリーに関連し

ているものにしています。真面目なものやそうでないもの

を混ぜて問題をおいています。もう一つは、「ロータリー

ラウンドアップ」というページを作りました。これは「ザ・

ロータリーアン」誌からの転載でありまして、同じものを

載せています。次の 10 月号は、初めて日本の話題が載り

ます。八王子支部の話題で、寄付金額が載るのですが、そ

の金額の確認をしましたところ、レートの差により大変大

きな違いが出てきたりしており、日本のことを正しく伝え

ることの難しさを感じています。転載に当たっては、日本

を中心にした地図に切り替えて掲載するようにするなど

皆さんが楽しく読んで頂けるような工夫をしております

ことを理解して頂きたいと思います。 

先ほどの話題に戻りまして、サイズを変えた以外に、今

年度から変えたことがもうひとつあり

ます。変えたのは「表紙」です。今年

からは、「活動の写真」場合によっては

イラストを載せてゆきます。私として

は、ここに日本の皆さんの活動の写真

を載せたいのですが、なかなか見つか

りませんので、ぜひこれから行われる

テニススクールの写真が載せられれば

いいなと思います。 

また「わが町そしてロータリー」というページがあり、

3年ごとにテーマを変えており、今回からは「クラブ」 

に変えました。これからクラブを順番に紹介してまいります。 

 少し古い話をします。1920年東京ＲＣがスタートした年

です。戦時中に国際ロータリーを脱退したりして歴史が途

絶えたりもしたのですが、1 地区だった日本の地区が2 地

区に分割された1952年7月、2地区にまたがる雑誌を作ろ

うということになり、1953年1月にその雑誌「ロータリー

の友」が発刊されたのです。出来て 60 年以上たつのです

が、それを見てまいりますと日本の移り変わりを見ること

が出来ます。 次のオリンピックの年は、日本のロータリ

ークラブが100周年を迎えるときでありまして、それに対

して何ができるのかと様々なところで議論されているよ

うです。 

私たちはそれに対して、過去の東京オリンピックなどの際、

日本のロータリークラブはどんな活動をしていたかを、次

の10月号に掲載したいと思っています。 

 さて私はいろいろなところへ出かけますと、「ロータリ

ーの友」をどのように読めばいいのですかという質問をよ

く受けます。「お好きなところを好きなように読んでくだ

さい」とお答えしています。ただひとつ言えることは、い

ま必要がなくても、また関心がなくても、来年さ来年必要

になることがあります。ときどきパラパラとお読みいただ

き、3年分ぐらいはどこかに保管してほしいとおもいます。 

内容は、どんどん変わってゆきます。たくさんの生きた情

報を頭に入れていただくためにも、ときどきお読みください。 

◎お礼と閉会点鐘         会長 小泉  博  

二神様ありがとうございました。色々な記事を見るたび、

ご苦労が頭に浮かびます。本日は、感謝してお礼をさせて

いただきたいと思います。（贈呈） 

（今週の担当 瀬戸 武） 


