
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                        
 
 
 

 

 

司会         ＳＡＡ・親睦委員 菊池 敏 

 

◎点鐘             会長 田﨑 博実 

◎ロータリーソング「奉仕の理想」       

         ソングリーダー 吉沢 洋景  

 

◎お客様紹介          会長 田﨑 博実 

 多摩東グループ   ガバナー補佐 粕谷 啓之様 

    〃      グループ幹事 野澤康次郎様 

◎粕谷ガバナー補佐・野澤グループ幹事新年度ご挨拶 

 

 2017-18 年度ガバナーと

多摩東グループとのパイプ

役として尽力させていただ

きます。1 年間よろしくお

願いいたします。 

 

 

◎会務報告           会長 田﨑 博実 

＊ 多摩東グループから「梨もぎ・バーベキュー大会 

 のお知らせ iシテイRCとの共同企画です。ぜひ参  

 加してください。 

＊ 昨日、第1回地区会長・幹事会に参加しました。 

＊ 前回公表しました会員候補者につき、異議申し立 

 てがありませんでしたので入会手続きをします。 

◎幹事報告           幹事 峯岸 忠 

回覧：ハイライト米山208、多摩東グループ「梨もぎ・ 

BBQ」大会の出欠表、親睦旅行アンケート 

 

       守田 亨会員入会式 

 

※司会        会員増強委員長 森本 由美 

Ⅰ新会員紹介           推薦者 峯岸 忠 

  高校大学を通じて野球をしていて、仕事も行動力 

 があり、見た通りしっかりした方です。 

Ⅱ入会証書授与・バッチ貸与   会長 田﨑 博実 

Ⅲ会員証・バナー授与      幹事 峯岸 忠 

Ⅳ「四つのテスト」、活動計画書、定款・細則、 

       ロータリーの手引「用語集」授与  

        ロータリー研修委員長 小泉 博 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ所属委員会およびアドバイザーの指名 

会長 田﨑博実 

※所属委員会：ＳＡＡ・親睦委員会 

※アドバイザー：萩生田政由会員 峯岸忠会員 

Ⅵ歓迎の辞          会長 田﨑 博実 

  守田会員、入会いただき光栄です。ロータリーク 

 ラブは奉仕なくして親睦なく、親睦なくして奉仕な 

 しと思う。積極的に奉仕と親睦に努めてください。 

Ⅶ写真撮影   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅷ新会員挨拶             守田 亨会員 

  右も左も分かりませんが、勉強をして1日でも早 

 くロータリーを理解したいと思います。よろしくお 

 願いいたします。 

【 委員会報告 】 

◎各委員会・他 

  ☆親睦旅行のアンケートについて 

         ＳＡＡ・親睦委員長 林田 敏誠 

  この秋に計画しています親睦旅行について、希望 

 をアンケート調査に記入お願いします。 

◎出席報告     出席奨励委員長 入沢 修自 

会員総数                29名 

出席義務免除者           7名 

出席者数 出席義務者           16名 

出席免除者        6名                             

計                27名 

出席率    27/29  = ９３.１０％ 

第1237回例会（7/5）訂正出席率 １００％ 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員会 瀬戸 武  

 粕谷ガバナー補佐  

 野澤グループ幹事  
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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 
        ２０１7～２０１8 年度 

 

頑張れ！多摩！ 

                                                                        

 

2017-18 年度多摩東グループとの

パイプ役として尽力させていた

だきます。１年間どうぞ宜しくお

願い申し上げます。 



 田﨑 博実 粕谷ガバナー補佐、野澤グループ幹事 

       ご訪問大変光栄です。守田様今後とも 

宜しくお願いします。 

 峯岸  忠 粕谷ガバナー補佐様、野澤グループ幹 

       事様一年間宜しくお願いします。今日 

梅雨が明けました。 

会員の皆様お身体ご自愛下さい。 

守田さん入会おめでとう。 

 宮本  誠 守田さん入会うれしいですね。粕谷ガ 

       バナー補佐 野澤グループ幹事ようこそ。 

 小泉  博 お客様ようこそ 守田さん入会おめで 

とうございます。 

 関岡 俊二 守田さん入会おめでとうございます。 

 三田みよ子 ガバナー補佐粕谷様 野澤ﾌﾙｰﾌﾟ幹事 

       様暑い中お越し頂き有難うございます。 

       守田さんご入会おめでとうございます。 

 萩生田政由 ガバナー補佐粕谷様 グループ幹事 

野澤様ようこそいらっしゃいました。 

守田様入会おめでとうございます。 

 村上  久 守田さん入会お目出度ございます 

       これからも宜しくお願いします。 

 森本 由美 粕谷さま、野澤さま、そして新会員の 

守田さまようこそ！！ 

梅雨明けですネ。 

 入沢 修自 守田さん宜しくお願いします。 

       ガバナー補佐 グループ幹事ようこそ 

お越し下さいました。 

 菊池  敏 粕谷ガバナー補佐 野澤グループ幹事 

       ようこそ。 

 杉山 真一 ガバナー補佐粕谷様 グループ幹事 

野澤様ようこそ。 

 齋藤 誠壽 守田様入会有難うございます。 

 中谷 綋子 森田様入会おめでとうございます。 

 伊澤ケイ子 粕谷ガバナー補佐 野澤グループ幹事 

ようこそ１年間ご苦労様です。 

 初野 有人 粕谷ガバナー補佐 野澤グループ幹事 

       守田様ありがとうございます。 

       宜しくお願いします。 

 遠藤 二郎 守田さんご入会おめでとうございます。 

 足立潤三郎 粕谷ガバナー補佐、野澤グループ幹事 

       ようこそ、今日何か話すことになって 

います。 

 瀬戸  武 いよいよ梅雨あけです。 

 

本日の合計￥３４,０００（累計￥１０１,０００） 

 

◎卓話者紹介 プログラム委員長 萩生田 政由 

 クラブには5人のチャーターメンバーがいます。若

い会員は先輩の話を聞いてクラブの活性化にいかして

いただきたい。足立会員、おねがいします。 

◎会員卓話          足立 潤三郎会員 

 僕がロータリーに入ったきっかけはいろいろな職業

を持った人と友達になれる、素晴らしい卓話を聞ける

ことでした。生まれは兵庫県で有名な天空の城竹田城

があるところです。い

ろいろあって兄貴と

二人で上京して納豆

の仕入・製造、漬物製

造工場、そして青果市

場への商品導入、大手

スーパー各社との取

引、この時期が最高潮でした。 

ロータリーのことで言えば「自分の職業を通して社

会に奉仕するのが職業奉仕である」、それはおかしいい、

自分の職業でなくても社会奉仕です。違いは奉仕の受

益者が地域社会の人々であれば社会奉仕であり、受益

者が自分自身であれば職業奉仕だとおもいます。信頼

を高めて利益を得ることが職業奉仕で、そこから社会

奉仕に繋がっていくのだと思います。また親睦がある

から楽しいし、なかなか退院（退会）できないのです。

ただ、昔のロータリーとの違いは仲間とのふれあい、

炉辺会合、そういった懇親の機会が少なくなった気が

します。 

 今の私は会社では会長職ですが、金も権限も無く年

金暮らしをしています。波乱万丈の道のりでしたが、

仕事が上手くいったとき、得意先をすっかり持ってい

かれたとき、どうしようもなくなったとき、いついか

なる時でも自分を勇気づけ、励まし、闘志を奮い立た

せてくれた、僕がかつて発表したNHK青年の主張の弁

論論文を以下紹介します。 

 「私たちの生活を真剣に見つめ、日々を無駄なく生

き抜こうとし、新しき道を開拓しようとする者ほど苦

悩は付きまとうものであります。いたずらに過去の因

習に囚われ、形式に生きるものはむなしき形骸の中に

安逸の夢をむさぼるかもしれない、これに反して過去

の偉人たちの足跡を見る時、それは決して淡々たる道

ではなく幾度か躓く石ころ道であり、いばらの道であ

り、苦悶の夜を泣き明かしたものであります。諸君今

一度、胸に手を当てて正しく歴史を見つめよ、歴史は

何を示すか、過去の一切の偉大なるものは決して境遇

に恵まれたもののみではない、努力こそが我々の現状

を変革し、自らの境遇を改善するものである。諸君無

知の幸福者となるなかれ、悩みえぬ無力を恥じよ、悩

みを恐れることなく自ら求めて燦燦たる人格と、確固

不動の人生観確立のために、大いにがんばろうではな

いか！」（原文のまま） 

 こんな雄叫びが僕の半生を救ってくれたような気が

します。 

（紙面の都合で省略・要約しました。文責は会報委員

会です） 

 

◎お礼と閉会点鐘       会長 田﨑 博実 

（今週の担当 大松 誠二 ） 


