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
２０１８～２０１９年度

増強から広げる

２０1８．０８．０８ 第１２８１回例会

◎司会

ＳＡＡ・親睦委員 小泉

◎開会点鐘

博

会長 三田みよ子

◎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 吉沢 洋景

◎「四つのテスト」唱和
ＳＡＡ・親睦委員 小泉 博
◎お客様紹介
会長 三田 みよ子
米山奨学生 ペルチェ ジャン シャルル君の予定
でしたが、８/２２に変更になりました。
◎会務報告
会長 三田 みよ子
・25 日のガバナー公式訪問では、沢山のご参加を頂き
ありがとうございました。SAA の皆さん、ありがとう
ございました。
・8/6 幹事と共に稲城ｉシティロータリーへの表敬訪
問に行ってきました。
・本日例会後、理事会を行います、理事の方々はご参集
願います。

No.２９－０５ ２０１８．０８．２２ 発行

＜他クラブ変更＞事務局にお問合わせ下さい
＜その他＞事務局夏休み 8/10(金)～8/15(水)となりま
す
【 委員会報告 】
◎各委員会・他
★消防少年団サマーキャンプ
奉仕プロジェクト統括委員長 入沢 修自
多摩市少年自然の家へ消防少年団のキャンプに参加し
てきました。活動の写を回覧しますのでご覧下さい。1 日
目はオリエンテーリング、2 日目は入笠山登山を行いま
した。久し振りの登山で山への情熱が湧いてきました。
・キャンプ同行 菊池幹事より一言
入沢さんと 2 人で参加させてもらいまし
た。お昼はおにぎりを食べ、夕飯は 7 班
に分かれてカレーライスを作り皆で食べたのです
が、火起しを手伝ったりしました。キャンプファイ
ヤーの時は火をつけて 5 分もしないうちに雷が鳴り
だし、そのうちすぐに雨が降ってきてしまい、用意
していた打上げ花火も少ししかあげ
らなくて残念。入笠山はアップダウ
ンがありますので、70 代にはきつい
ので次回はもう少し年齢層の若い方
にお願いしたいと思います。
入沢さん、菊池さん おつかれさまでした！
◎出席報告

◎幹事報告
幹事 菊池
敏
＜配布＞Ｒの友 8 月号
＜回覧＞ガバナー月信 8 月号、2018-19 年度 RLI ﾊﾟｰﾄ I
開催案内、
「第 17 回ﾛｰﾀﾘｰ全国囲碁大会」の案内、タウン
ニュース､奉仕 PJ 消防団のｷｬﾝﾌﾟ支援報告
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

出席奨励委員会 萩生田政由

会員総数
出席義務免除者
出席者数 出席義務者
出席免除者
計

27 名
7名
15 名
6名
21 名

出席率
21/26
= ８０.７７％
第 1280 回(7/25) 訂正出席率 ８８．４６％

会長 三田みよ子 幹事 菊池 敏
会報・記録委員長 小泉 博
副委員長 守田 亨 委員 関岡俊二 遠藤二郎 瀬戸 武 宮本 誠
森本由美 田﨑博実
HP： http://www.tamagrc.join-us.jp/

◎ニコニコＢＯＸ

ＳＡＡ・親睦委員 杉山 真一

三田みよ子 台風が迫る中皆様ようこそ、緊張しな
がら卓話させて頂きます。
菊池

敏 三田会長卓話楽しみにしております。

入沢 修自 三田会長の卓話をありがたく伺います。
関岡 俊二 三田会長卓話楽しみにしています。
初野 有人 台風が心配です。
足立潤三郎 台風 13 号 関東地方直撃のようです。
後の被害が気掛りです。
小泉

博 三田会長卓話楽しみです。

田崎 博実 台風にお気をつけ下さい。
村上

久 台風早く行ってくれ！

森本 由美 台風に備えて久しぶりに雨戸を閉めて
来ました。
萩生田政由 三田会長卓話楽しみです。
伊澤ケイ子 三田会長卓話楽しみです。
峯岸

忠 菊池幹事、入沢会員ＢＦＣキャンプ
お疲れ様でした。

本日の合計￥１５,０００（累計￥１３７,２２０）

◎卓話者紹介
プログラム委員長 初野 有人
三田年度になって最初の卓話となります、よろしくお願
いします。
◎会員卓話
三田みよ子会員
昨日は緊張して眠れませんでした！
九州の薩摩おごじょで鹿児島出身です。鹿児島の女性は
よく働くんです。7 人きょうだいの 6 番目です。大変自
立心があり、小学校の頃からお弁当も自分で作ってまし
たし、学校の転校届も自分で出したりと自身の生きたい
ようにと生きてきました。
鹿児島は封建的なところがあり、父母をみていましても
父親や長男とか強いのですが
埋れていたくないと考え、関
東に出てきました。最初に川
崎信用金庫本店の融資課に配
属され窓口業務などを行って
いました。そこでお客さまと
の対応や、関わりについて学
びました。知人の紹介で主人
と出会いまして、寿退社のと

きは山口百恵さんのようにマイク・・・ではなくそろば
んをおきました。長男、長女、次男と猫二匹がおります。
その後、パートなどを経て元の職場に戻ろうかと考えて
いた矢先、加入していた三井生命のお誘いを受けて八王
子の支社に入社し、最初の職場は聖蹟桜ヶ丘です。現在
は永山の多摩営業部にいます。中々残っていく人が少な
い中、やる気のある職員を育てながら、チームとして 4
人の人材を育てています。ことばが通じないなと感じる
ことがあります。自力で営業ができるようにコンプライ
アンスといったところも遵守しながら、やっています。
朝は一番早く、帰るのは一番遅い状況で家の事ができて
いません。それでも、若い人達ががんばっている姿をみ
れるのは喜びであります。自身も今までに 5 回ぐらい退
職を考えるようなこともありましたが、その都度支社長
だったり上の方達の引き止めにあい、もうちょっと、も
うちょっと続けているうちに今年で 23 年目になります。
皆さまに支えれられてきました。
村上さんの奥様にご紹介を頂いて、ロータリーに入会し
てから 10 年目になります。今年 10 年目に会長職を仰せ
付かりました。もったいないようなお話しでしたが、皆
さんにも相談したところ、ＹＥＳしかないロータリーク
ラブ。お受けするしかないと思うようになりました。そ
して、研修、セミナーなど学んでいるうちにその気にな
っていくものだと感じました。やるには仕事、家庭、ロ
ータリーいずれも落とすことはできない。ロータリーを
やり始めてから数字が落ちたといわれないようにと思
って前だけみて走っていたら、知らず知らずのうちに仕
事でも結果が出ていました。女性の寿命は 90 歳、あと
30 年ぐらいありますので、これからの 30 年を自分を磨
きながら自分らしく歩いていけたらいいかなと思いま
す。
前をみて走っていたら結果がでていたとおっしゃって
いた三田さん。かっこいいですよね！これからも素直に
飾らず自分らしくやっていってください！
次回卓話、杉山会員です。お楽しみに！

◎閉会点鐘

会長 三田 みよ子

台風も近くまできているということですので、皆様気を
つけてお帰り下さい！8/15 は休会です、次回は 8/22 に
なります。夏バテしないよう、水分をたくさん取りなが
らいつもの元気な顔で次回お会いしましょう!!
（今週の担当 小泉 博）

