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内山会長

●親睦活動委員会 スポーツ家族例会の収支報告配布済み

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

内山会長

●クラブ代表者に内山会長を選出 10/26 開催のクラブ代
表者会議にも会長が出席します。

宮崎陽市郎様 東京三鷹 RC 創立 50 周年実行委員長

●タイ国小学校のトイレ改修プロジェクト 今年で 4 年目

後藤 伊織様

です。世田谷 RC・八王子東 RC・タイ国のクラブとのプロジ

〃

〃

実行委員

三田村秀雄様 東京立川 RC

ェクトです。事業は GG 補助金を使用して 35,000 ﾄﾞﾙです。

北村 明男様 東京国立白うめ RC

当クラブからは 1,000 ﾄﾞﾙの拠出をします。
今月の各種お祝い
岡田親睦活動副委員長
■入会記念月
村上 隆秀 会員（在籍 22 年）
荘原
健 会員（在籍 8 年）
岡田みどり 会員（在籍 6 年）
■会員誕生月
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
10 月誕生月の
時 田 会員夫人・陽代様
寺澤会員・五十嵐会員
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
大神田親睦活動委員

◆三鷹 RC50 周年記念事業オルガンコンサートのご案内
地区の R 財団とポリオプラス委員会の後援をいただきま
して、11/26(土)に国際基督教大学の礼拝堂にてパイプオル
ガンコンサートを開催することとなりました。登録料の中
にはポリオへの寄付も含まれています。お忙しいとは思い
ますがお運びいただければ幸いです。

会長挨拶

内山会長

先日のスポーツ例会に多くの会員ご家族に参加いただ
き雨もなく良い天気でした。良かったです。
ガバナー公式訪問が 19 日です。大槻ガバナーのお話を
直接聞ける良い機会です、是非出席してください。また武
蔵府中 RC の猿渡ガバナーエレクトのことも盛り上げてい
ければいいと思っています。国際大会が来年 6/10 アトラ
ンタで開催されます。本日ガバナーナイトの案内を配布し
ました。参加できる方は早目にお申込みください。

幹事報告

喜連(元)幹事

●10 月のロータリーレートは、１ドル 102 円です
●地区「職業奉仕セミナー」の開催
11 月 2 日(水)14 時 30 分～、 ホテルニューオータニ
出席 近藤奉仕 P 理事・北島(正)職業奉仕委員長
●多摩中グループ歴代会の開催
11 月 7 日（月）18 時 30 分～、立川グランドホテル
出席 津戸パスト分区代理・小川パスト分区幹事
村上次期ガバナー補佐・山崎次期グループ幹事

●宮崎陽市郎様･後藤伊織様(東京三鷹 RC 創立 50 周年記念事業
実行委員会) 本日は、ロータリー財団 100 周年記念ポリオ撲滅チ
ャリティ、東京三鷹ロータリークラブ 50 周年記念事業の｢国際基
督教大学オルガンコンサート｣の PR に参りました。皆様ご参加下
さいます様、お願い申し上げます。
●内山会長 本日は三鷹 RC50 年実行委員長、宮崎様･伊藤様よ
うこそいらっしゃいました。又、立川 RC 三田村様、白うめ RC

RI 第 2750 地区 多摩中グループ

東京国立ロータリークラブ

会長

内山健治

幹事：喜連元昭
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例会場：谷保天満宮社務所 2 階 東京都国立市谷保 5209
事 務 所：東京都国立市谷保 5234-1
TEL:042-575-0770
FAX:042-572-8666
E - M A I L：kunitachi-rc@sage.ocn.ne.jp
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北村様、ご来会を歓迎致します。先日のスポーツ例会には、多く

●小澤谷守会員 今日からネクタイでしたね！忘れてしまいまし

の会員ご家族の方に参加頂きありがとうございました。雨も降ら

た。会長エレクトがこれではいけませんよね！ネクタイ忘れ組を

ずに盛会裡に終了し喜んでおります。

代表してニコニコというか、ゴメンナサイします。

●喜連元昭幹事 今日から食事の提供は｢りんと｣株式会社に変

●寺澤会員 誕生日のお祝いありがとうございました。雨が待ち

更となります。りんと様美味しい食事をよろしくお願いします。

遠しいです。でも秋晴れがいいですね。

会員におかれましてもセルフサービスの精神を発揮して頂く事

●本間会員 東京三鷹ロータリークラブ宮崎様後藤様のご来訪あ

になりますが、ご協力の程よろしくお願いします。

りがとうございます。宮崎様には昨年は大変お世話になりました。

●津戸会員 去る 25 日当宮の例大祭、天候に恵まれ内山会長さ

本日より食事がリントに変わりました。よろしくお願いします。

んにご参列いただき無事斎行できました。就中、孫息子が神職の

●遠藤直孝会員 妻の誕生日プレゼントの傘ありがとうございま

資格を得ましたので親子三代で祭典に奉仕致しました。感激の極

す。きっとアイアイ傘で歩きます。

であります。

●岡田会員 10 月 1 日第一生命㈱は第一生命ホールディングスに

●五十嵐会員 誕生月のお祝いありがとうございます。何とか

なりました。海外各社、投信の”フロンティア”など手に手をつ

76 才を迎えられそうです。今後共宜しくお願いします。北村さ

ないで、より大きな安心をお届けいたします。これからもよろし

んのご来会をご歓迎申し上げます。

くお願いいたします。

●時田会員 家内の誕生日のお祝品有難うございます。先日、上

ニコニコ BOX 合計 42,000 円 累計 521,000 円

野原カントリクラブにてグランドシニヤ選手権で予選 3 位通過、

出席報告

佐伯出席奨励委員

決勝で逆転優勝することが出来ましたのでニコニコ致します。

１０月 ５日 在籍４７中

●杉田会員 ワイフの誕生月のお祝、有りがとうございます。今

前々回(9 月 21 日) の出席率 97.78％

後共仲良くやっていけたらいいと思っています。

閉会点鐘

出席３５名
内山会長

10 月 1 日 昭和記念公園で、散歩とバーベキューを楽しむスポ
ーツ家族例会が行われました。集合時間の 11 時に西立川公園口
に行きますと、岡田親睦活動副委員長と事務局が出向かえてくれ、
入場券と公園案内図を渡していただき、一路バーベキューガーデ
ンに。途中、親睦活動委員の大神田さん、鈴木さんなどの案内役
に指示を頂き、無事に到着。道々、時田さんとお話ししましたが、
こんな至近距離にある公園ですが、初めて来たとおっしゃったの

ニコニコＢＯＸ

には、驚きました。私は何度か友人や家族と訪れ、自転車乗りな
どしておりますが、バーベキューガーデンは初めてでした。大変
大きなスペースで、20 組以上のバーベキューが楽しめる場所で、
日本も欧米並みな郊外型娯楽が定着したのだなと一人で納得し
ておりました。
11 時頃は、未だバーベキューガーデンもまばらでしたが、点鐘
の 12 時頃には、驚いたことにほぼ満席となっていました。点鐘
後の内山会長のご挨拶では、こんなに多くの会員が参加し、特に
お孫さんも含め多くの家族会員が参加してくださったことに感
謝を述べられました。伊藤親睦活動委員長からは、今日は幸い予
報に反し雨も降らず良かった。大いに歓談し、立川のしゃぶしゃ
ぶ亭「粋」さんのバーベキューを楽しんで下さいと挨拶されまし
た。会長差し入れの日本酒や甲州ぶどうや栗などを持参くださっ
た奇特な方々のご協力でそれぞれの 8 つのテーブルごとに、いつ
もの例会ではできない楽しく有意義な歓談がなされたようです。
こんな時は、必ず何か失敗談があるものですが、今回も集合時間
を間違えて、30 分以上もご苦労様にも園内を散歩する羽目になっ
たおっちょこちょいの方もおられたようです。またスポーツ家族
例会に相応しく、｢ローンボウルス｣で一汗ながしてバーベキュー
ガーデンに来た会員とご家族もいました。
最後に、午後 2 時 30 分に全員写真を撮り、中締めとなりまし
た。もう少しで紅葉の味わえる時候になりますが、秋の気配を感
じながら、国立からこんなに近いところに、豊かな自然があるこ
とを教えてくれたスポーツ家族例会でした。昭和記念公園が都民
の憩いの場所として定着してきたことが大変うれしい一日でし
た。親睦活動委員会の皆さま、有り難う。（会報委員：秋廣）
出席 会員 33 名/御家族 15 名 ニコニコ BOX 合計 42,000 円
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川向親睦活動委員
●内山会長 スポーツ例会に多数の会員の皆様にご参加頂きあ
りがとございました。何とか天気も持っている様ですが、楽しん
で頂ければ幸いです。親睦委員会の皆様には感謝致します。
●喜連元昭幹事 スポーツ例会、皆さん楽しんで下さい。親睦委
員会ご苦労様です。
●時田会員･小川会員･秋廣会員･寺澤会員･近藤会員･川向会員
本日のスポーツ例会は、ほんとうに至近の昭和公園ですが、意外
と初めて来られた方もいるようです。秋晴れとは言えませんが何
とか雨はまぬがれそうです。親睦活動委員会の皆様、御苦労様で
す。
●山口会員･宗村会員･吉野会員･岡本正伸会員 親睦委員会の皆
さん、本日はお世話になります。スポーツ家族例会、スポーツ日
よりの中、腹はへこまず食べて飲んで腹の出る一日になりそうで
す。楽しい一日を過ごさせてもらいます。
●杉田会員･遠藤常臣会員･秋山会員 本日のスポーツ例会及び
バーベキュー会、広大な所でのイベント楽しみにしています。
●本間会員・小澤崇文会員・千葉会員 親睦活動委員会の皆さん、
本日は諸々ご準備、お手配ありがとうございます。伊藤委員長の
テリトリーで安心して飲み食いできます。｢伊藤ちゃん、素敵!｣
●青少年交換委員会(長嶋会員･山崎会員･関俊之会員･伊藤明会
員) 本日 9:00 より市役所ロビーに於いて｢命の大切さ｣ポスタ
ーを掲示し賞も決まりました。大勢の方にご協力頂き、予定より
も早く終了する事ができました。ありがとうございました。この
後バーベキュー楽しんで下さい。
●親睦活動委員会(伊藤明会員・岡田会員･長嶋会員･関俊之会員･
大神田会員･北島清高会員･鈴木会員) 本日のスポーツ家族例会
に多くの会員・御家族の方々にご参加いただきまして、ありがと
うございます。サイクリング・ウォーキング等、一日スポーツに
親しみながら楽しんでください。

