
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                        
 
 
 

 

 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員 初野 有人 

◎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   

９月６日理事会報告 

①ガバナー補佐臨席クラブ協議会（１０月４日）につ

いて確認しました。②クラブ旅行について日程の確認

等行いました。開催日は１１月１５日、アンケートの

結果をもとに日帰りとし、移動例会とします。詳細は、

後日、ＳＡＡより発表します。③多摩市障がい者美術

作品展に協賛し、３口（９，０００円）を出資します。

また社会福祉協議会にも１０，０００円を寄付します。

ニコニコ重点奉仕活動事業費より支出します。④米山

梅吉記念館の寄付につき、募金箱を回します。後程、

ロータリー財団・米山奨学委員会（旧・募金委員会）

より募金箱を回します。⑤奉仕プロジェクト・多摩を

きれいにする写真展につき、９月１８日、多摩センタ

ーで清掃活動をすることといたしました。時間のある

方、９月１８日午前１０時、京王プラザホテル前、道

具がある方はトングや軍手等をご持参の上、ご集合よ

ろしくお願い致します。（雨天中止） 

◎幹事報告           幹事 峯岸  忠 

＜配布＞ポリオ撲滅チャリティーコンサートご協力の 

    お願い 

＜回覧＞ポリオプラスセミナー開催のご案内、 

    なしもぎ・ＢＢＱ大会実施について報告と 

収支一覧 

＜他クラブ例会変更＞事務局にお問い合わせください 

【 委員会報告 】 

◎各委員会・他 

☆フレンズ コンサートのご案内 

     ロタフェロー委員会副委員長 小坂 一郎 

フレンズよりお便り届いております。 

東京チャリティ・ガラディナー２０１７ 

～未来への約束～ 

 

 

 

 

 

 

開催日：１０月１４日（土） 

１８：３０～２２：００ 

場 所：東京アメリカンクラブ 

  （港区麻布台2-1-2） 

参加費：お一人３０，０００円 

主 催：フレンズ・ウィズアウ

ト・ア・ボーダーJAPAN ご興味

のある方は資料を確認の上、お申し込み下さい。 

☆米山梅吉記念館募金について 

ロータリー財団・米山奨学委員会副委員長 菊池 敏 

全国一人１００円募金運動が展開されております。皆

さまのご協力をお願い致します。もう一つ、おひとり

３，０００円で賛助会員も同時募集。ご検討お願い致

します。今回、募金箱を回した結果、１０，０００円

集まりました。ありがとうございました。 

☆奉仕プロジェクト「多摩をきれいに」写真展 

             実行委員長 瀬戸  武 

今現在、応募写真が少ないので、再度募集強化してい

ます。提出方法について、原則データで事務局転送と

しておりますが、間口を広げて①生写真②メモリース

ティック等カメラ媒体そのものでも受付けています。

お預かりした写真は責任をもってお返しします。応募

写真の内容についても、範囲を広げ、以下４点での募

集をしています。①多摩界隈の美しい風景や情景②多

摩をきれいにしようと活動する人々③美しくなった場

所の以前と現在④人びとを微笑ましくする多摩の情景

（多摩警察のカルガモの応募があり）写真を特徴に応

じて、分けて会場展示の予定です。おひとり１作品を

目標に応募、声掛け頂くようご協力をお願い致します 

☆奉仕プロジェクト清掃活動について 

     奉仕プロジェクト括委員長 三田みよ子 

現在写真の募集も少なく、写真応募の締切りも迫って

います。私達は何をしたかな？と考えた時、趣旨を振

り返ると、今年はラオスと写真展という事で皆さまに

ご賛同頂きスタートしました。そこで急ではあります

が、日頃例会場としている京王プラザ付近の清掃活動

を行い、その際の写真を今回の写真展に展示させて頂

きます。９月１８日午前中1時間程度の活動です。出

来る限り多くの方にお集まり頂きたく、ご協力お願い

します。質問は会長・幹事・奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ迄。 
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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！ 

                                                

 



◎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            15名 

出席免除者        7名                                     

計                22名 

出席率    22/29  = ７５.８６％ 

第1206回例会（8/30）訂正出席率 ７９.３１％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ ＳＡＡ・親睦委員会 瀬戸  武 

 田﨑 博実 菊池さん 小坂さん本日の卓話よろし 

       くお願いします。 

 峯岸  忠 今年は秋の花が早いみたいですね。 

       彼岸花が満開に近いです。 

 遠藤 二郎 小坂さん菊池さん良い話だけですか？ 

  初野 有人 息子の少年野球最後の公式戦です。 

       日曜日準決勝です 台風が心配です。 

 萩生田政由 菊池、小坂会員本日の卓話よろしく 

お願い致します。楽しみですね！ 

 三田みよ子 小坂さん、菊池さん卓話よろしくです 

       楽しみにしています。 

 杉山 真一 菊池会員、小坂会員卓話宜しくお願い 

します。 

 伊澤ケイ子 菊池会員 小坂会員お二人の卓話楽しみ 

です。 

 菊池  敏 今日は暑いですネ。 

 齋藤 誠壽 小坂様 菊池様卓話宜しくお願い致し 

ます。 

 吉沢 洋景 久しぶりの秋空で。 

 足立潤三郎 台風１８号心配です。 

 入沢 修自 菊池さん、小坂さん勉強させていただ 

きます。 

 森本 由美 菊池さま、小坂さま卓話宜しくお願い 

       します。 

 小泉  博 菊池さん、小坂さん卓話楽しみです。 

       待ってました。 

 村上  久 菊池さん、小坂さん卓話楽しみにして 

います。 

 小坂 一郎 今日はよろしくお願いします。 

 瀬戸  武 いよいよ秋ですね。 

本日の合計￥２２,０００（累計￥２０９,００３） 

 

◎卓話者紹介   プログラム委員長 萩生田政由 

今までに、２０年以上在籍の３分の１の先輩方にパワ

フルな人生観溢れる卓話を頂きました。本日から少し

若返ります。菊池さん、よろしくお願い致します。 

◎卓話 菊池 敏会員 

１９４７年３月、茨城県下妻市生まれ、高校まではこ

の田舎で過ごしました。子供の頃はヴァイオリン・ト

ランペット、ジャズピアノが弾きたくてピアノを習っ

たりもした。父が同じ高校の教師で、親・近所の目が

面倒で早く親元から離れたいと考えていた。公立大学

進学には遊びすぎ、私立大はお金がない。親は将来、

私には何か手に職を持たせないと心配だという事で、

家に出入りしていた調律師に目

を付けた父の勧めで浜松の楽器

会社の調律養成所に行くことと

なった。とにかく遠くに行きたか

った私は、全寮制という事も気に

入り渡りに船で入社。その後１週

間位で、自衛隊への体験入隊が３

日間程あり、その後はほとんど自

衛隊方式の寮生活だった。学生時代から運動部の経験

があり、特に苦はなかった。訓練終了後は茨城へ戻る

話もあったが断固拒否、誰も知っている人のいない東

京を希望、欠員に恵まれ東京へ決まった。23区と期待

するも配属先は立川、思わず日本地図を見てしまった。

当初より10年で退職を考えており、予定通り10年で

退職、小売りの勉強の為、ヤマハ特約店に就職。オイ

ルショック後の好景気も後押となり、3 年勤め自信が

付いた所で独立。同期からの声掛けで仕事を受け、毎

日4軒の調律を請け負う日々に。さらに相模原の楽器

店へ出入り後3年目に相模原で販売したピアノのメン

テナンス全てを任される事となり急遽後輩の調律師を

社員としてスタート。次に三鷹店・ひばりが丘店・竹

ノ塚店となり社員も４名に増え、皆で関東一円を飛び

回っていた。現在は近郊デパートと銀座本店で販売さ

れたピアノのメンテナンスも行っている。 

ロータリーへは、特別代表の由井先生に歯の治療中に

勧誘され、何もわからず入会。当時下から二番目に若

い年齢だった。自分と違う世界の人生の先輩方と、例

会後のお茶を楽しみに、色々な相談に乗って頂き、毎

回楽しい時間を過ごさせてもらった。これからも現役

でいられる間は、皆様と共にロータリーライフを楽し

みに過ごせる事に感謝しつつ気張らず頑張りたいと思

っているので、どうぞよろしくお願い致します。 

（萩生田会員）時間の都合で卓話は菊池さんだけにし

ます。新しい会員へ何か一言ありますか？ 

仕事が忙しいかもしれないが、例会後の１時間だけで

も、是非お茶会へ参加をお願いしたい。アドバイザー

さんも是非声掛けをして欲しい。孤独なオーナー同士、

思いを共有しましょう。親睦が一番大切。 

（質問）調律師には何か認定があるんですか？ 

世界共通の協会がある。日本だと日本ﾋﾟｱﾉ調律師協会。

正会員になる為、ﾍﾟｰﾊﾟｰ・実技・面接の

試験があり、3年の実務で受験可能。 

（質問）絶対音感は必要か？ 

必要ないが、音叉との対比が必要で、唸

りの数で調節し、オクターブを作ってい

る。 

◎お礼と閉会点鐘       会長 田﨑 博実 

クラブの「THE ソングリーダー」菊池さんのソングリ

ーダーになるまでの経歴を教えて頂き面白かったです。

忙しい中でも、輪の中に入ってほしいとの事、分って

はいても仕事優先になりがち。でも、１秒すら惜しん

でする仕事ではない。ロータリーは親睦を深めること

が何より大事だと思います。ありがとうございました。 

（今週の担当 田村 豊） 


