
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                        
 
 
 

 

 

 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員 中谷 綋子 

◎点鐘             会長 田﨑 博実 

 

◎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 田﨑 博実 

本日はございません 

 

◎会務報告           会長 田﨑 博実 

・８月２日開催の理事会決議事項報告  

１、 １０月４日開催予定のガバナー補佐臨席のクラ

ブ協議会に於いて、奉仕プロジェクトの内容につ

いて、協議することに決定した。 

２、 再入会会員については、入会金を徴収しないもの

とした。  

３、 多摩映画フォーラムに１０，０００円の協賛をし、

重点奉仕活動資金より支出することにした。 

・９月２日開催予定のなしもぎ・ＢＢＱ会に関しての

協議事項 

１、 午前９時現地集合 

２、 車での来場可 

３、 会場設営準備をする 

※飲み物の差し入れは大歓迎！  

 

◎幹事報告           幹事 峯岸  忠 

配布物：１、「多摩をきれいに」写真展の役割分担表と

写真募集に関して、 

回 覧： 

１、ガバナー月信８月号、 

２、２７５０地区奉仕の瓦版その２、 

３、ポリオチャリティーコンサート 

 協力のお願い、 

４、ハイライトよねやま、 

５、第１４回ライラセミナー募集の

お知らせ、 

６、「多摩をきれいに」写真展会場の説明書 

 

※他クラブ例会変更：事務局へお問い合わせ下さい。 

    

 

    

 

 

 

 

【 委員会報告 】 

◎各委員会・他 

 ☆写真展について （主催：東京多摩グリーンＲＣ）  

奉仕プロジェクト実行委員長 瀬戸 武 

「多摩をきれいに」写真展を開催致します。 

私たちが住む街、多摩の美しい風景や、それを守ろう

と奮闘する人たちの写真を大募集します。 

 

募集内容・多摩ならでの美しい風景・自然の写真 

     多摩の美化に取り組む人たちの写真 

募集期間・２０１７年８月１日(火)～９月２０日(水) 

作品展示・聖蹟桜ケ丘ショッピングセンター５階 

展示期間・２０１７年１１月９日(木)～１４日（水） 

募集点数・多摩の風景・自然の写真  ２０点 

    ・団体や個人の活動の写真  ２０点 

応募方法・デジタルカメラやスマートフォンで撮影し 

た写真をメールで事務局へ送信下さい。 

（推奨１，０００万画素以上） 

事務局アドレス tamagrc@cello.ocn.ne.jp 

応募に際して１、写真の題名 ２、撮影場所又は被写

体の名前 ３、応募者又は団体名 

４、住所、電話番号、年齢、性別を添 

付送信して下さい。 

賞品ほか・応募者全員に参加賞を贈呈、人気コンテス 

トによる副賞あり！ 

注意事項・カラー／白黒を問いません。 

    ・応募は一人又は一団体一作品 

問合わせ・上記アドレスに文書でお問合せ下さい。 

        （後日事務局よりご連絡致します。） 

 

会場準備・８日（水）展示場所、午前11時から１時間 

 

 ☆補足：プロジェクト副統括委員長 初野 有人 

※写真募集について 

 清掃活動だけでなく、同じ場所でも数年前と現在を

くらべた写真など、より集めやすい方法もありますの

でお知り合いの施設などにお声掛けして頂いて、写真

の応募をお願いいたします。 
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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 
        ２０１7～２０１8 年度 

 

頑張れ！多摩！ 
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◎出席報告     出席奨励委員長 杉山 真一 

会員総数                29名 

出席義務免除者           7名 

出席者数 出席義務者           17名 

出席免除者       7名                                     

計                24名 

出席率    24/29  = ８２.７６％ 

第1204回例会（8/2）訂正出席率 ９２.５９％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ ＳＡＡ・親睦委員会 伊澤ケイ子  

 田﨑 博実 宮本さん卓話お願いします。本日は 

娘の誕生日です。 

 峯岸 忠  皆様お久しぶりです。夏の日差しも       

戻ってきましたね。体に気を付けて 

       下さい。 

 宮本  誠 今日はくだらん話をよろしくお願い致 

します。 

 大松 誠二 お久振りで、皆さん暑い夏に負けるな。 

 村上  久 皆さんお久しぶりです。 

 齋藤 誠壽 暑いですね 体調に気を付けて下さい。 

 杉山 真一 宮本さん卓話よろしくお願い致します。 

 田村  豊 宮本さん卓話楽しみです。夏風邪流行 

       ってますので御注意を。 

 関岡 俊二 久しぶりの例会です。 

 三田みよ子 暑さがまた厳しくなりました。奉仕 

プロジェクトの写真 たくさん応募し 

てほしいです。 

 足立潤三郎 お久し振りです記録的21日間降雨の 

       後猛暑35度はきついね。 

 菊池  敏 久しぶりの夏、最後の夏を楽しんで 

みましょう。 

 遠藤 二郎 お久しぶりです。 

 森本 由美 皆さまお元気なお顔を拝見し安心です。 

       私も元気にゴルフには頑張ります。 

 入沢 修自 お久しぶりです。 

 中谷 綋子 お久しぶりです宮本さん卓話楽しみで

す。 

 初野 有人 甲子園決勝です。両校頑張れ。 

 伊澤ケイ子 お久しぶりですネ。 

本日の合計￥２４,０００（累計￥１４８,０００） 

 

◎卓話者紹介  プログラム副委員長 初野 有人 

 本日プログラム委員長ご欠席の為、代役にてご紹介

ということでございますが、私は

入会間もないので正直なところ、

あまり存じておりません。近くの

ショピングセンターでラフな出

で立ちの宮本さんと時々行きあ

うぐらいの間柄です。本日は宜し

くお願い致します。 

 

◎卓話 宮本  誠会員 

みなさんこんにちは、久し振りですねー。年寄り会員 

になってしまった宮本誠と申します。今年のプログラ

ム委員会は、新会員イニシエーションスピーチではな

く逆イニシエーションというか、古参兵から順に喋ら

せようという面白い企画を立てられました。 

チャーターメンバーというのを聞いたことがある人も

ない人も居られると思いますが、それはクラブ創立時

メンバーと云うことです。会員名簿で入会日がクラブ

創立年月日と同じ１９９０

年９月５日と云うことです。

最初は３３名で始まったの

ですが、今は５名になってし

まいました。なんでチャータ

ーメンバーと呼ぶのかと言

うと、国際ロータリーで、そ

のＲＩ加盟認証状のことを

チャーターというからなのです。プログラム委員長の

萩生田さんから卓話をやれということでしたので、て

っきりロータリーの話をしなきゃと思っておりました

が、これまでのお三方はご自身の生い立ちなどのご紹

介もされておられるようなので、私も個人的生い立ち

のはなしもした方がイニシエーションとしていいのか

なと思います。私は昭和１６年９月８日、沖縄の首里

城の足元で生れました。丁度１２月８日、トラトラト

ラ、真珠湾攻撃の３ヶ月前です。私が何故こうして生

きているかと言うと、父親は沖縄男子師範・女子師範

の教師をしておりましたのですが南方方面インドネシ

アあたりの教育担当として辞令がでて万歳三唱されて

退職して待機していたところで太平洋戦争となったの

です。それで南方行きは無しとされたのです。すでに

退職していたので本土に帰ってきました。それでいま

生きているのです。…中略…当クラブ創立は１９９０

年９月ですが７月から「仮クラブの例会」という創立

に向けての助走が始まりました。クラブ細則は親クラ

ブのものを名前を変えただけで採用しました。会長は

地域情報に通じたジャマ精工の田中實さんとすでに決

まっていました。幹事は田中さんに一任されました。

次の例会までのいつの日か田中さんから依頼がありま

したが、田中さんは全く見ず知らずの人でしたし、ロ

ータリーは時間に厳しいと聞いていましたので断りま

した。私は小学校以来、会社務めの間もずっと、遅刻

常習犯だったからです。田中さんが言うには「そりゃ

あちょうどいい、一生治らなかった遅刻癖を治すまた

とないきっかけとなる。やってくれ。」とうまいこと丸

められました。…中略… 創立１５周年で設立したロ

タキットクラブ「心の詩・少年少女合唱団」ですがク

ラブから独立以来、私の責任として運営しています。

最近子ども達は忙しすぎて、新規入団者が枯渇して合

唱能力的にも今が限度、経済的にも存亡の危機に瀕し

ています。この２５日から八ヶ岳自然の家に合宿に行

ってきますが、来年４月の新入団希望者を紹介して下

さい。 

 

◎お礼と閉会点鐘       会長 田﨑 博実 

（今週の担当 遠藤 二郎） 


