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日  時：平成 27年 10月 14日  

会  場：例会場   

司  会 :ＳＡＡ             荘原委員 

開会点鐘                  木島会長 

斉  唱：国歌斉唱 

ロータリーソング「それでこそロータリー」 

四つのテスト 

お客様の紹介                  木島会長 

 鈴木 祥祐様 東京立川 RC 

海老澤 武様 東京三鷹 RC・ＩＭ実行委員会  

 後藤 伊織様 東京三鷹 RC・ＩＭ実行委員会 

多摩中グループＩＭについて（広報） 

11/25（水）パレスホテル立川にて開催されます。 

大会テーマ    「Love＆Peace」 

大会コンセプト〝多摩中グループ、更なる交流と親睦“ 

研究会に引続き、元プ

ロロードレーサーの宮

澤氏の基調講演、懇親

会となります。皆様の

ご理解・ご協力を得ま

して、一人でも多くの参加をお待ちしております。 

（詳細はパンフレットをご覧ください） 

会長報告                     木島会長 

●ＩＭは充実した内容となっていますので、是非多

くの皆さんの参加をお願いします。 

幹事報告                   本間幹事 

●東京世田谷RCより 15‐16年度ポリオ撲滅チャリ

ティゴルフのご案内   

2016年 4月 8日（金）八王子カントリークラブ 

申込は 11/30までです。 

 

 

●例会変更のお知らせ 昭島中央 RC (掲示板に掲示) 

委員長報告    

●宗村米山奨学委員長 今月は米山月間です。「米山

奨学事業へのご支援のお願い」を配布いたしました。

ご理解いただき、ご寄付をお願いいたします。 

●秋廣ロータリー情報委員長 10/28（水）5年未満の

会員の方たちと意見交換会を行います。吉野会員・岡

本貞雄会員からロータリーについての話しをしていた

だき、皆さんからは率直なご意見を伺います。ご意見

は来年予定している全会員参加の情報交歓会の参考に

いたします。よろしくご参加をお願いいたします。ま

た、理事会において参加者はメイクアップ扱いとなり

ました。 

●寺澤親睦活動委員長 スポーツ家族例会の報告書を

配布いたしましたのでご確認ください。今後も巨人軍

の日本一に向けて応援をしていきたいと思います。 

12月の年忘れ家族例会も企画中です。こちらも多く

のご参加をお願いいたします。 

●千葉社会奉仕副委員長 10/24(土)開催の環境フェ

スタくにたちに参加いたします。メイクアップ扱いと

なりますので、クラブベスト着用で指定の時間にご参

加ください。詳細は案内をご覧ください。 

クラブフォーラム 

理事会報告                 

●親睦活動委員会「スポーツ家族例会の報告」報告済 

●社会奉仕委員会「環境フェスタくにたち」ご案内済 

●社会奉仕委員会「くにたち秋の市民まつり」オープ

ニンングパレードに参加およびロータリーの展示を行

う予定。協賛金 5万円、昼食費を支給します。 

●情報委員会の親睦会について ご案内済 

RI 会長テーマ Be a gift to the world  クラブ会長テーマ もう一度青春！地域のために あと世代のために そして･･･ 
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●鬼怒川災害義捐金 寄付金を社会奉仕委員会に来週

より募っていただき、応援をすることにしました。 

■今後の予定 

 10/21(水)卓話 村上会員「タイ サラブリの報告」 

 10/24(土) 環境フェスタくにたち メイクアップ扱 

 10/28(水) 卓話 伊藤良三 地区会員維持委員会委員長

「会員増強について」 

  11/3(火・祝) くにたち秋の市民まつり 

(11/11例会の振替) 

 11/15(土)クリーン多摩川 

  11/18(水)卓話 是松国立市教育長 

 11/25(水) 多摩中グループＩＭに振替 

今月の各種お祝い            寺澤親睦活動委員長 

■入会記念月 

村上 隆秀 会員（在籍 21年） 

荘原   健 会員（在籍 7年） 

岡田みどり会員（在籍 5年） 

■会員誕生月 

高世  英夫 会員（12日） 

五十嵐一典 会員（27日） 

石塚  陽一 会員（27日） 

寺澤   武 会員（15日） 

稲村喜美子 会員（ 5日） 

千葉  伸也 会員（27日） 

■夫人誕生月 

五十嵐会員夫人・ 啓子様  

山 口 会員夫人・ 靖子様 

時 田 会員夫人・ 陽代様 

杉 田 会員夫人・ 伸子様       

稲 村 会員ご主人・佳洋様 

遠藤(直)会員夫人・直子様 

ニコニコＢＯＸ           秋山親睦活動委員 

●海老澤武様・後藤伊織様(東京三鷹RC･IM実行委員会) 

本日はお世話になります。多摩中グループインターシ

ティミーティングの PRにやってまいりました。皆様の

ご参加をよろしくお願い致します。 

●木島会長 秋らしい日が続きます。いよいよ活動の

時期到来です。立川 RCの鈴木様、三鷹 RCの海老澤様、

後藤様のご来訪を歓迎申し上げます。海老澤様、後藤

様にはＩＭの説明宜しくお願いします。私共の結婚記

念祝いありがとうございました。 

●本間幹事 東京三鷹ロータリークラブ海老澤様、後

藤様、本日はＩＭについての説明にお越しいただきま

して、ありがとうございます。東京立川ロータリーク

ラブ鈴木様のご来訪ありがとうございます。 

●高柳会員 今月は結婚記念月です。お祝いいただき

ありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

10月誕生月の高世会員・稲村会員・千葉会員・寺澤会員 

●津戸会員 今日はなつかしい立川 RCの鈴木しょう 

ちゃんのご来訪、心から歓迎いたします。 

●高世会員 私の喜寿のお祝いは無事済ませました。

本日は私の誕生祝いをありがとうございます。大分体 

力的にも老いてまいりましたが子供の頃から親しみ深

い陸上競技を続け、生涯のアスリートとして頑張り、

過ごしていくつもりです。どうぞ今後共よろしくおね

がいします。 

●山口会員 今月は妻の誕生月です。 

●吉野会員 今月は我々の結婚記念月です。ニコニコい

たします。 

●杉田会員 妻の誕生月のお祝いありがとうございます。 

●秋廣会員 結婚記念月のお祝い有難うございます。振

り返ってみますと、今年で 46年になります。50年の金

婚式まで近づいておりますが、よく続いているなと自分

でも感心しています。いずれにしても、妻のお陰と感謝

しております。 

●青木会員 結婚記念日のお祝い有難うございます。毎

年ロータリーで結婚記念日が有った事を思い出します

が･･･ 

●寺澤会員 結婚記念・誕生日のお祝いありがとうござ

いました。ベストのデビューがまだありませんが、楽し

みにしております。 

●喜連元昭会員・喜連紘子会員 結婚記念日のお祝いの

品物、有難うございました。各々の意見が食い違うと今

後に支障をきたすので取り敢えず連名でニコニコしま

した。 

●稲村会員 今年も主人と共に誕生日プレゼントをい

ただきまして、ありがとうございます。 

●竹巻会員 結婚記念日のお祝いをいただきました。あ

りがとうございます。 

●関俊之会員 結婚記念日のお祝をありがとうござい

ました。今後も愛する妻と手をつなぎ合い伴に元気に過

したいと思います。 

ニコニコ BOX 合計 46,000円 累計 529,000円 

出席報告              岡田出席奨励委員 

 １０月１４日 在籍４６中  出席３５名   

  前々回（9月 30日）の  出席率 95.45%   

閉会点鐘                 木島会長 


