
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                             
                                                                                                                              
 
 
 

 

 

 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員 徳原  透 

 

◎点鐘              会長 田﨑 博実 

◎国歌「君が代」斉唱 

ロータリーソング「我等の生業」       

            ソングリーダー 菊池  敏 

◎「四つのテスト」唱和     ＳＡＡ・親睦委員  

 

◎お客様紹介           会長 田﨑 博実 

岡山西南ＲＣ            椎原 裕二様 

米山奨学生     ペルチェ ジャン シャルル君                               

 

◎会務報告             会長 田﨑 博実 

・ゴルフ参加の方々、お疲れ様でした。 

・9/2(土)ｉシティＲＣと共催で多摩東ｸﾞﾙｰﾌ「゚梨もぎ・

ＢＢＱ大会」の運営をしてまいりました。参加者は子供

含めて総勢92名の大盛況でした。 

・米山梅吉記念館から寄付のお願いがきています。対応

は検討中ですが、次回例会で募金箱をまわそうかと考え

ています。 

・東京たまがわ RC の山根祥利会員が、ご逝去されまし

た。通夜、告別式はすでに終了しています。ご冥福をお

祈りします。 

 

◎幹事報告             幹事 峯岸  忠 

＜配布＞ロータリーの友9月号 

＜回覧＞ガバナー月信9月号、バギオ便り、2017-18年

度RLI ﾊﾟｰﾄ 1のご案内（参加希望の方は事務局にお申込

み下さい）、スクラッチ会「プロゴルファーとレッスン

ラウンド」の申込書 

＜他クラブ例会変更＞事務局にお問合せ下さい。 

 

【 委員会報告 】 

◎各委員会・他 

【スクラッチ会より】 9/3～4 の 2 日間で富士見ＲＣ

と合同合宿を行いました。夜の親睦会では、小池会長は

じめ、和田幹事他4名の計6名と当クラブ12名参加の

総勢 18 名で集まりました。今後とも宜しくお願いしま

すとの事でした。 

 

 

 

 

 

 

 

◎出席報告     出席奨励委員会 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           18名 

出席免除者        5名                             

計                23名 

出席率     23/27     =     ８５.１９％ 

第1205回例会（8/23）訂正出席率 ８２.７６％ 

 

 

 

 

 

 

 

◎ニコニコＢＯＸ ＳＡＡ・親睦委員会 守田  亨 

 田﨑 博実 1枚しかないのでごめんなさい。 

 峯岸  忠 ＢＢＱ大会、スクラッチ会お疲れ様で 

した。ジャン君卓話よろしくお願いし 

ます 楽しみにしてます。 

 峯岸  忠 富士見ロータリークラブの皆様ありが 

とうございました。 

お土産美味しかったです。 

 萩生田政由 富士見ロータリークラブ小池会長2日 

       間楽しいゴルフありがとうございます。 

       会員の皆様お世話になりました。 

 萩生田政由 ペルチェ ジャン シャルル君卓話楽し 

みです。 

 小泉  博 皆さんご無沙汰 長い夏休みをしてま 

した。ジャン君卓話宜しく。 

 足立潤三郎 天高く馬肥ゆ 秋本番。 

       台風17号が発生したそうです。本土へ 

       の影響がなければいいね。 

 伊澤ケイ子 先日のスクラッチ会ご苦労様でした。 

       楽しい2日間でした。 

       シャルル君卓話楽しみです。 

 森本 由美 ジャンさん、speech楽しみです。 

       ゴルフ旅行のメンバーのパワーはすご 

いです。私は来年頑張ります。 

 

 

 

                                                                                                                                                                   
 ２０1７．０９．０６ 第１２４３回例会  No.２８－０７ ２０１７．０９．１３発行 

                                                                                                                                                                   
    
 

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 
TEL  042-372-6463  FAX  042-372-6491 Eメール tamagrc@tamagrc.join-us.jp 
    

会長 田﨑 博実  幹事 峯岸 忠  会報・記録委員長 入沢修自 
副委員長 吉沢洋景 委員 大松誠二 関岡俊二 小泉 博 遠藤二郎 
堤 香苗 田村 豊    HP： http://www.tamagrc.join-us.jp/      

 

 

  
                                                                                                                          

 

 

        

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

  

    
      

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！ 

 

                                                                                                                             

 



 大松 誠二 スクラッチ会の皆さん 疲れたけど 

       楽しかったね。 

 中谷 綋子 先日はゴルフコンペお疲れさまでした。 

       ジャン君卓話楽しみです。 

杉山 真一 涼しくサイコーです。 

入沢 修自 ジャン君卓話頑張って下さい。 

齋藤 誠壽 ジャン君卓話よろしく。 

菊池  敏 ジャン君卓話楽しみにしています。 

三田みよ子 ジャン君卓話よろしくです。 

関岡 俊二 ジャン君卓話楽しみにしております。 

初野 有人 ジャン君スピーチ頑張れ。 

 守田  亨 BBQ、ゴルフ合宿楽しかったです。 

       ありがとうございました。  

 

 

 

 

 

 

 

本日の合計￥２５,０００（累計￥１８７,００３） 

 

 

◎卓話者紹介  米山奨学生カウンセラー初野 有人 

ジャン君のご紹介といっても、最近よくお見かけします

から、だんだんわかって頂けているかとは思います。彼

の日本での生活、フランスのご実家や文化の紹介と研究

している内容のプレゼンテーションもしてくれるそう

です。非常に難しそうです、皆さん食後ですので寝てし

まわないようにお願いします。 

 

◎卓話 米山奨学生   ペルチェ ジャン シャルル君 

私はフランス西部に生まれ

ました。サン・ナゼール

（Saint-Nazaire）というと

ころです。フランスには、台

風も地震もないため古い建

物がいまも残っています。そ

の後、８歳の時にディジョン

というところに引越しまし

た。生まれ育った、サン・ナゼールは大きい港があり、

おもしろい食べ物がいっぱいあります。フランスの有名

なお酒はワインですがcidre（＝日本ではシードルとも

言われるリンゴの果汁を蒸留したもの）がめっちゃ人気

で美味しいです。港では世界の大きい船を造っていて、

300メートル以上あるような船が造られています。フラ

ンスの船を造る場所としては一番大きなとこ

ろです。 

有名な料理にそば粉のクレープ（＝ガレ

ットともいう）という黒麦粉で作ったク

レープが美味しく、家庭でよく作られる料

理で、私は週に３回も食べるほど大好きです。

その後ディジョンという都市で１２年間暮らしました。

パリから300ｋｍ程離れた場所に位置しているブルゴー

ニュ地方です。有名なのは、ワインやブルゴーニュ風の

ビーフ料理、スパイスブレッド、カシス（果実リキュー

ル）などです。マスタードで有名なディジョンはその地

名からきています。そのほか、フォンデュがありますが、

白ワインの中に牛肉をいれて作るもので本当に美味し

いです。もうひとつはエスカルゴです。ブルゴーニュの

エスカルゴは世界でも有名です。私

のお母さんのエスカルゴは最高で

クリスマスに帰ったときには１２

個も食べました。 

 

日本のパンは柔らかいので、もう一度オーブンにいれて

かたくなったものを好みます。日本でフレ

ンチトーストというものがあること初め

て知りました。フランスではもったい

ないパンの食べ方です。フランスで

は、パンは時間がたつと食べられないほど

固くなるので、そうなったときだけ牛乳と

砂糖の中にいれて後で食べるのです。 

その他、フランスでは１０年間柔道をやっていて黒帯を

もっています。日本でも柔道は少しやりました。日本の

アニメはジブリが好きで「千と千尋の神隠し」を繰り返

し見ていたので、日本の文化がわかるようになりました。

いろいろな場所に旅行も行きました。台湾に旅行に行っ

たときに外国を訪れるときは、その国の歴史を知ってか

ら行くようにしたいと強く感じました。日本の歴史にも

とても興味があります。 

 

＊写真を交えながら、故郷の話や日本での生活の様子

を説明してくれました。時間の関係でバイオターゲッ

トを操作するための研究のお話しを充分に伺うこと

ができませんでしたが、引き続き研究のほうも頑張っ

ていって下さい。 

 

 

◎奨学金授与         会長 田﨑 博実  

引き続き研究をがんばって下さい！ 

～会長より奨学金が授与されました～ 

 

 

◎お礼と閉会点鐘       会長 田﨑 博実 

本日の卓話どうもありがとうございました。研究のお話

しや、フランスの料理のお話しとても面白かったです。

フレンチトーストを知らなかったというのは驚きでし

た。 

（今週の担当 小泉  博） 

 

 


