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第 2382 回例会報告

日　　時：平成 30 年 10 月３日（水）　
会　　場：例会場　　
司　　会 : ＳＡＡ    　　　　　　　　　　　　青木委員
開会点鐘　　　　 　　　　   　  　　　　 喜連元昭会長
斉　　唱：国歌「君が代」
　　　　　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　　　　　　　　　　　　 　喜連元昭会長
本日はいらっしゃいません。
入会式
●認証状の授与：喜連元昭会長
●バッジ贈呈：高柳会員
●新入会員の紹介：小澤孝造会員
　津戸弘樹君は、昭和 39 年生まれの 54 歳です。慶應
義塾大学経済学部・エール大学経済大学院・東海大学医
学部を出られて、現在、浅草寺病院医師・谷保天満宮神
職で、これから嘱望される人でございます。
　ご家族は奥さんとお二人のお子さん。趣味は映画鑑賞
です。彼は身体を総合的に診る医師ですから、皆様も相
談ができると思います。私は早速診察をしていただきま
した。非常に近い所に住まいがあり、皆様もこれからお
付き合いをよろしくお願いいたします。
●新入会員の挨拶　　　　　　　　　　　 津戸弘樹会員
　数年前に卓話で生活習慣病のお話をさせて
いただいた事がありました。普段、神職とし
て社務所で皆様方の社会奉仕の活動を垣間見
ていまいりましたが、入会のお誘いを受け、

大変光栄に感じております。ロータリークラブの目的で
ある、職業奉仕とそこから広がる社会奉仕そして国際親
善の活動にあたって、大変微力ではありますけれどお手
伝いをさせていただければと思っています。　　あ
　病院勤務の時間帯は昼も夜もなく電話で呼び出しがあ
ればすぐに戻らなければいけない時があります。これか
らクラブの例会・イベントへの参加が難しい事もあるか
と思いますが、一生懸命やりますので、どうぞよろしく
お願いいたします。
会長報告　
今年度初めから 3 か月が経ち節目ですが、新会員の入会
を迎えました。来年に向けて今後もますますよろしくお
願いをいたします。
幹事報告      　　 　　　　　　　  　　　 小澤崇文幹事　
●多摩中グループ歴代会の開催
　日時　11 月 15 日（木）18 時
　場所　立川グランドホテル
　出席　小川会員・山崎会員
●今後の予定
　10/10 スポーツ家族例会・10/17 規定休会
　10/24 例会（卓話）・10/31 市民祭に振替
　お間違いのないように願いをします。
●北海道地震義捐金のお願い（再）　先週に続きますが、
募金を再度お願いします。

▲ 高柳会員からバッジの贈呈  ▲ 挨拶を終えて喜連会長と握手
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委員長報告 
●時田 50 周年服実行委員長　例会後に企画委員会を行
います。担当者は出席をお願いします。
●北島正典米山奨学委員長　10/24 例会は地区の伊藤富
夫米山奨学副委員長に卓話をお願いしています。今月は
米山月間でもあり、よろしくお願いします。
クラブフォーラム　　　　　　　　  
理事会報告　　　　　　　　　　　　　　喜連元昭会長
●社会奉仕委員会 ｢くにたち秋の市民まつり｣ への参加　　
開催は 11 月 4 日。パレードへの参加・ミニバルーン・
展示 ( ポリオ撲滅キャンペーン・クラブの 50 周年の歴史 )
には他委員の方にもご協力をお願いします。時間等の詳
細は今後ご案内を配布します。
●北海道地震義捐金のお願い　先週に続き募金のお願い

〔2 週の合計 51,200 円は地区より現地 R 地区へ送金さ
れます〕
● 50 周年記念式典の講演の契約について　契約書を検
討し、承認をいただきました。　
●グアム親睦旅行　参加会員 20 名と事務局、他に家族
会員を含めて 23 名の参加となりました。　
● 11/10 社会福祉協議会の 50 周年式典に小澤幹事が出
席します。
今月の各種お祝い   　　 　　　　　鈴木親睦活動委員長
入会記念月
村上隆秀会員 ( 在籍 24 年 )　　
荘原 健会員 ( 在籍 10 年 )
岡田みどり会員 ( 在籍８年 )　
会員誕生月
五十嵐一典会員（27 日）　　
寺澤 健会員（15 日）
千葉伸也会員（27 日）　　
本多鋼治会員（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
遠藤直孝会員夫人　直子様
ニコニコＢＯＸ 　　  　 　　　 　　  川向親睦活動委員
●喜連元昭会長　本日から素晴しいお仲間が加わって頂
けることになり、当クラブのますますの発展を大いに期
待しております。津戸弘樹さんこれからよろしくお願い
します。
●小澤崇文幹事　新会員 津戸弘樹さんの入会を歓迎致し
ます。
●小澤孝造会員　津戸弘樹君の入会を歓迎致します。神

官として医師として我々の良きアドバイザーとなって戴
けるよう期待しております。
●高柳栄造会員　津戸弘樹さんの入会歓迎致します。
●山口会員　10 月は家内の誕生月です。記念品をあり
がとうございます。又、10 月からネクタイ着用でした
が忘れました。
●時田会員・関重寿会員・本間会員・北島正典会員・山
岡会員　津戸弘樹会員の入会を心より歓迎いたします。
これからも力を合わせて社会奉仕をしていきましょう。
●吉野会員　津戸弘樹さんの入会を歓迎いたします。
●杉田会員　妻の誕生月です。お祝いありがとうござい
ます。本人もよろこんでいる事と思います。今後共宜し
くお願いします。津戸弘樹さんの入会を歓迎致します。
●小川会員・木島会員・林会員・三田会員　津戸弘樹会
員の入会を歓迎いたします。一緒にロータリーライフを
楽しみましょう！
●村上会員　津戸弘樹神官の御入会を歓迎致します。
●小澤谷守会員　谷保天満宮、禰宜の津戸弘樹氏の入会
大歓迎いたします。これから共にガンバリましょう。
●秋廣会員・山崎会員・遠藤常臣会員　津戸弘樹さんの
入会大歓迎です。よろしくお願いします。
●青木会員・秋山会員・関俊之会員・北島清高会員　津
戸弘樹さんのご入会歓迎いたします。又、先日の祭礼で
は大変お世話になりました。ロータリークラブにてとも
に活動できるのを大変うれしく思います。今後とも宜し
くお願いいたします
●寺澤会員　誕生日のお祝いありがとうございます。健
康に注意して頑張ります。
●近藤会員　本日はお日柄も良く、津戸様の入会を心よ
り歓迎致します。今後ともよろしくご教示下さい。
●遠藤直孝会員　今日は妻の誕生月です。日頃のケアー
が足りない分とても助かります。津戸弘樹さんの御入会を
おめでとうございます。よろしくお願いします。先日の台
風 24 号で我が家にも被害が発生。カーポートの屋根が吹
き飛んでしまいました。深夜 1 時暴風雨の中、道路に散ら
ばった残骸を片付けていましたが強風にあおられ前に進め
ず途方にくれていた時、地元消防団の四分団が助けにきて
くれました。とても嬉しく思いニコニコします。
●親睦活動委員会 ( 鈴木会員 )　来週はスポーツ例会の
ボーリングです皆さん、宜しくお願いします。10/10 会
員は 2 時半・委員は 2 時の集合です。
＊ニコニコ BOX 合計 82,000 円　累計 685,000 円
出席報告　　　　　 　　   　　  　       林出席奨励委員
　  10 月　3 日　在籍 49 名中　出席 39 名   
　  前々回 (9 月 19 日 )　出席率 97.78％ 
閉会点鐘 　　　 　 　 　　　　   　         喜連元昭会長

▲ 誕生月の寺澤会員
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第 2383 回例会報告

日　　時：平成 30 年 10 月 10 日（水）　
会　　場：中華料理・五十番　　
司　　会 : ＳＡＡ    　　　　　　　　北島正典副委員長
開会点鐘　　　　 　　　　   　  　　　　 喜連元昭会長
お客様の紹介　　　　　　　　　　　　 　喜連元昭会長
小澤谷守会員夫人　あゆ子様
遠藤直孝会員夫人　直子様
北島正典会員夫人　緑様
関俊之会員夫人　藤子様
北島清高会員夫人　友子様
ニコニコＢＯＸ 　　  　 　　　　　遠藤久親睦活動委員
●喜連元昭会長　本日のスポーツ例会に向けて準備され
た親睦委員の皆様、大変ご苦労様です。大いに楽しみま
しょう。今年も大番狂わせが出ると良いですね。
●小澤崇文幹事　親睦活動委員会の皆様、御苦労様です。
今日はスポーツ例会、宜しくお願いします。
●山口会員　参加できなくなりましたので、ニコニコし
ます。
●吉野会員・小川会員・杉田会員・関重寿会員・秋廣会
員　久しぶりの ｢球ころがし｣ 楽しませて頂きました。
親睦活動委員会の皆様、御苦労様です。
●岡本貞雄会員　今日は体調が最悪 ( 風邪 ) で、日頃の
実績が出ずに恥ずかしい限りです。親睦会はおとなしく
して早めに帰ります。親睦委員会の皆さんのお世話に感
謝いたします。
●小澤谷守会員・遠藤久会員　親睦委員の皆様には、お
世話になります。スコアはともかく楽しい一時をありが
とうございます。
●山崎会員　お疲れ様でした。スポーツ例会に多数の会
員家族の皆様参加ありがとうございました。親睦委員会
の皆様ありがとうございました。
●遠藤常臣会員　今日のスポーツ例会、1 年に１回のボー
リングです !! 大いに楽しませて頂きます。親睦委員の皆
さん、御苦労様です !!
●本間会員・木島会員・近藤会員　本日のボーリング大
会、１年ぶりで楽しませてもらいます。親睦委員会の皆様、
ご苦労様です。
●遠藤直孝会員　本日 10 月 10 日は妻の誕生日です。
ボーリングの優勝賞金で盛大にお祝をするつもりでした
が、残念ながら来年に持ち越しです。親睦活動委員会の
皆様ご苦労様です。お世話になります。

＊家族スポーツ例会に振替

●北島正典会員　親睦活動委員会の皆様、本日は楽しい
ボーリングを企画いただき、ありがとうございます。夫
婦で楽しませていただきます。
●関俊之会員・北島清高会員　親睦委員会の皆さん、本
日は大変御苦労様でした。大変楽しい時間をありがとう
ございました。委員長の左中指痛々しいですね。どうぞ
お大事にして下さい。
●親睦活動委員会 ( 鈴木会員・長嶋会員・川向会員・本
多会員・平川会員・遠藤久会員・山岡会員・二階堂会員 )　
皆様楽しんでいただけたでしょうか。親睦活動委員会で
努めました。この後も食べて飲んで、盛り上がりましょ
う。
＊ニコニコ BOX 合計 57,000 円　累計 742,000 円
出席報告　　　　 　　   　　      木島出席奨励副委員長
　 10 月 10 日　在籍 49 名中　出席 34 名   
　 前々回 (9 月 26 日 )　出席率　100％  
閉会点鐘 　　　 　 　 　　　　   　         喜連元昭会長

　第 2383 回の例会は、10 月 10 日に開催された「家
族スポーツ例会」に振替になった。今回も昨年に引き続
きボウリング大会だ。午後２時 30 分に立川スターレー
ンに集合し、３時からプレーを開始した。
　昨年優勝した木島会員の始球式のあと、直ちに試合を
開始。早くもピンを弾く豪快な音が響き渡った。試合は
２ゲームのトータルで争い、男女のハンデはない。ボウ
リング場はストライクでガッツポーズをする人。スペ
アーをとってハイタッチをする人たちで笑顔が溢れた。
　なお、試合の結果は移動例会の会場（中華料理・五十番）
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で例会後に発表された。その順位は次の通りである。
１位　山崎義晴会員　323 点
２位　関　重寿会員　306 点
３位　小澤谷守会員　299 点

　第 24 回多摩中グループテニス大会が１０月８日
（月・祝）にテニスランド国立で開催されました。
　当日はロータリーデーが設定され、今回は、国立ロー
タリークラブが幹事を務めました。開会式では、佐伯
会員が司会を務め、安保ガバナー補佐、喜連元昭会長
に引き続き三田大会実行委員長がご挨拶をされました。
　参加クラブは、東京三鷹 RC、東京立川こぶし RC、
東京ピースウイングロータリー E クラブ、東京国立
RC から１７名です。参加者全員には、くじを引いて
もらい、ダブルスを組む人、対戦相手をその都度替え、
参加者全員で親睦を深めることができました。
　試合数は予選が４ゲーム先取で５試合、その後、予
選結果で１部、２部に分けて６ゲーム先取の決勝トー
ナメントとたくさんの試合を行いました。大会終了後
は表彰式ならびに懇親会を行いました。当クラブから
は、三田会員・秋山会員・平川会員、会員企業から、
渡辺さん（セレモア）、寺本さん・信太さん（たましん）
が大会に出場しました。（文・平川会報委員）
結果は以下の通りです。
１部優勝　　　　渡辺・宮崎ペア
１部準優勝　　　ローン・信太ペア
２部優勝　　　　寺本・染谷ペア
２部準優勝　　　三田・染谷ペア

多摩中グループテニス大会を開催

▲ 喜びの２位関会員・１位山崎会員・３位小澤（谷）会員

　ボウリングに参加した会員 + ご夫人は 33 名だったが、
飛び賞やラッキー賞、ブービー賞や、会長賞として「大
波賞」「小波賞」「水平賞」「女性トップ賞」「女性残念賞」
など、実に 21 名が何らかの賞にありつけた。
　お世話された親睦活動委員の皆さんご苦労さまでした。

▲ 例会でお客さまの紹介をする喜連会長

▲ 以外に動きが早く、いい写真は撮れませんでした。
▲ 始球式は昨年優勝した木島会員。ストライクを逃し、その罰と　　
して苦い青汁を飲まされた。

▲ ボウリングは手軽で、半分は「遊び半分」のスポーツと思われ
ているが、案外に運動量はある。30 分のボウリングは、ジョギン
グ 80 分に匹敵するという。皆さんいい汗を掻きましたか？


