
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                        
 
 
 

 

 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員 小泉  博 

◎点鐘              会長 田﨑 博実 

◎国歌「君が代」斉唱 

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 

「四つのテスト」の唱和        小泉  博 

◎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 

＊＊地区よりのご案内です＊＊ 

① 奉仕の集いの案内⇒3/27赤坂区民ｾﾝﾀｰで開催 

② 会員企業（飲食店）紹介のお願い 

③ 東京昭島RCで50周年記念式典 

           ⇒4/19 昭島市昭和の森で行われます。 

◎幹事報告           幹事 峯岸  忠 

＜配布＞ロータリーの友2月号 

＜回覧＞ガバナー月信 2 月号、2018-19 年度ロータリ

ー会長のテーマ「インスピレーションになろう」、 

2017-18年奉仕の集い開催のお知らせ、東京昭島RC創

立50周年式典祝賀会のご案内、ﾐｸﾛﾈｼｱ医療船「シーヘ

イブン号」への支援のお願い 以上 

他クラブの例会変更については、事務局に確認下さい 

＜お願い＞次週例会にて、東京稲城ＲＣ45周年の登録

料（￥10.000）を集金させて頂きます。 

◎次年度会務報告    次年度幹事 菊池  敏 

＊＊1回被選理事会の報告＊＊ 

第1号議案：被選理事会を第2週目の例会後に行うこ 

 とに決まりました。その週がお休みにあたる場合は、 

 

 

 

 

 

 

 翌週に行うということに致しました。 

第2号議案：委員会組織について承認致しました。 

第3号議案：年間予定表について、ＳＡＡ杉山さんに 

 行事を確認させて頂きました。 

第4号議案：クラブ運営管理連絡会議につきまして、 

 3/7・5/16 18：00より行う事と致します。 

その他①：奉仕プロジェクト企画会議は総括委員長の 

 入沢さんより3月頃発表となる予定です。 

その他②：会員増強については、人数減によって対策 

 を検討していますが予算も厳しくなりますので増強 

 に頑張っていきたいと思いますのでご協力をお願い 

 致します。 

【 委員会報告 】 

◎各委員会・他 

◎出席報告     出席奨励委員会 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           14名 

     出席免除者        6名 

          計          20名 

出席率    20/28  = ７１.４３％ 

第1258回例会（1/24）訂正出席率 ７５.８６％ 

◎ニコニコＢＯＸ ＳＡＡ・親睦委員会 小坂 一郎 

椎原裕二様 今年もどうぞ宜しくお願いします。 

 田崎 博実 先日オリンパスホールで舞台に立ち 

      ました。 

峯岸  忠 関岡さん卓話楽しみです。 

      寒い日が続いていますね。早く春が来 

      ないかな。 

徳原  透 寒い日が続きますネ。 

足立潤三郎 ２,３日の株の乱高下大変興味津  々

です。関岡さんイニシエーション楽し 

みです。 

 小泉  博 関岡さん 卓話楽しみです。 

 林田 敏誠 関岡さん、卓話楽しみにしております。 

 菊池  敏 関岡さん卓話楽しみにしております。 

 杉山 真一 ジャンさんようこそ 

       関岡さん卓話宜しくお願いします。 
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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！ 

                                                                                                                             

 



 大松 誠二 関岡さんのお話を聞いて春が早く来る 

といいね。 

 伊澤ケイ子 北陸の大雪大変ですネ。 

関岡さん卓話楽しみです。 

 守田  亨 関岡さん卓話楽しみにしています。 

       よろしくお願いします。 

 入沢 修自 うせものが見つかり風邪が治りました。 

 森本 由美 インフルエンザ大流行ですね。 

気を付けなくては・・・と思ってい 

ます。皆様もご自愛下さいませ。 

 村上  久 関岡さん卓話楽しみにしています。 

 初野 有人 福井の大雪は大変ですね。 

 関岡 俊二 本日卓話をさせて頂きます。 

皆さん宜しくお願いします。 

 小坂 一郎 関岡さん卓話楽しみです。 

 

本日の合計￥２２,９００（累計￥５９５，０００） 

 

 ★京王プラザホテル多摩よりお知らせ 

「春の特別晩餐会のお知らせ」  

                徳原  透会員 

 京王プラザホテル多摩にて、1 日限りの特別イベン

トとして、春の特別晩餐会が2月24日（土）料金（大

人）15,000円にて開催されます、是非ともお誘いの上

参加頂きたいと思います。 

 

◎米山奨学生奨学金授与    会長 田崎 博実 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 卓 話  

＜卓話者紹介・プログラム副委員長 初野 有人＞ 

         本日の卓話者  関岡 俊二会員 

 今年3月で76歳、東京都港区麻布宮村町龍澤寺に生

まれ、3 歳頃、戦争で空襲にあい多摩に疎開をしてい

たそうですが、戦争のことは全く覚えておりません。 

 父は大変忙しく、家族で一緒に食事をするようなこ

とはほとんどできませんでした。5 人兄弟と父母と 7

人が揃って食事をするのが日曜の朝だけでしたが、幼

心にこれが一番嬉しい思い出となっています。 

 もう一つ父に感謝していることがあります、小学校

3 年ぐらいのときに犬を飼っていたのですが、あると

き飼っていた犬のジョンがいなくなってしまいました。

近所の人達の話しによると、もしかしたら捕獲員が連

れていってしまったかもしれないと言われ、一晩中泣

いていました。2 日後ぐらいに、父が私を車に乗せて

出かけた先は、保健所の犬の留置場でした。そこで、

父に言われた通りに犬の名前を呼んだところ、一匹の

犬がこちらを振り向きました。それがジョンでした。

私はとても嬉しかったのです。そして、家に連れて帰

ってきました。そのときは父にとても感謝したことを

覚えています。 

 長男である兄が、お寺を継ぐと思っていましたので、

自分には関係ない事だと思っていて、仏教系大学では

なく、お寺とは無縁な法政大学付属高校から法政大学

経済学部を卒業しました。中学より軟式テニスを続け

ていました、大学では音楽が好きなこともあって、仲

間とハワイアンバンドを結成し、ギターが高かったた

めウクレレとボーカルを担当していました。その後、

父の紹介で就職の話がありましたが、中小企業勤めを

希望していたので製紙卸商社へ勤務しました。 

 兄が41歳で病気で亡くなってしまい、跡取りの長男

を失ってしまった父母のために会社を退職し、寺と幼

稚園を継ぐ決心をしました。東京の永平寺別院にて半

年間修行させてもらい、お寺のほうの資格を取りまし

た。しかし、幼稚園のほうの資格がないということで

最初は、園のスクールバスの運転手や経理事務雑用な

どをやっていましたが、それでは園長資格は取れませ

ん。玉川大学の通信教育で教育課程を学び、幼稚園免

許を取得し、順調に進んでおりましたが父も病気で亡

くなってしまいました。 

 ロータリー入会のいきさつですが、東京国際カント

リークラブの会員になったときに、ロータリアンの 3

人とプレイしたことがきっかけで、勧誘を受けました。

最初は時間的理由でお断りしていましたが、名前に郎

がつく方々は中々粘り強く、説

得され続けていたのです。入会

の決め手は、ロータリーでは

色々な楽しいことがあると言わ

れ、中でも親睦ゴルフがあると

いう事を聞いて、気を取られて

しまって、思わず入会しちゃっ

たんです。ロータリーでは上から命令されたら断って

はいけない！という厳しい教えに、後からだいぶ後悔

することもありましたが、地域の防犯パトロールやポ

リオの撲滅運動、障がい者テニス、親睦ゴルフ、野球、

水泳、懇親会などの楽しみがあり、なんといっても異

業種の方達との交流で色々な世界が広がるのは、ロー

タリーに入っていてとても良い事だと感じています。

他にもデンマークの交換留学生を預かったり、会長も

経験しました。勧誘には強引さとしつこさと趣味に付

けこむ！これが大きなポイントとなりますね！！ 

 

◎お礼と閉会点鐘       会長 田﨑 博実 

 

（今週の担当 小泉  博） 

 

※前回卓話者村上会員より、ご自身の出身大学は東洋 

 大学である旨、会報への記載要望頂きました。村上 

 会員有り難うございます。 


