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▲ 秋の市民祭でのパレードで、クラブの活動をアピール。

　地区（国際ロータリー第 2750地区）では、近年「公共イメージ」
の重要性を認識し、毎年度の重点事業に「ロータリーの認知度の
向上」を揚げています。当クラブでも効果的な広報を目指し、ロー
タリークラブの存在をアピールする活動を行なっていますが、そ
の最適な舞台が「市民祭」と「さくらフェスティバル」、そして「塞
の神どんど焼き」です。
　特に、天下市と重なる市民祭は『ロータリークラブここにあり！』
をアピースする最高のステージです。この晴れのパレードを映像

に残し、３月に開催する「創立 50周年記念式典」のオープニング
ビデオに使うことにしました。
　そこで、映像の効果を狙って、会員の皆さんにはクラブの黄色の
ジャンパーに黒いズボンの着用をお願いしました。10時スタート
のパレードは、歩行者天国になった大学通りを約 800 ｍ行進しま
す。スタートして 10分。わがクラブは一橋大学の正門の前を通り
ます。プラカードを持つ北島（清）会員のあとに続くわがメンバー
は、何と誇らしげに、そして晴れやかなことよ……。
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第 2385 回例会報告

　　　　　　秋の市民祭に参加（移動例会）
日　　時：平成 30 年 11 月４日（日）
会　　場：市民祭会場（大学通り緑地帯）
司　　会：SAA　　　　　　　　　　　　　寺澤委員長
開会点鐘：　　　　　　　　　　　　　　 喜連元昭会長
お客様の紹介：　　　　　　　　　　　　 喜連元昭会長
中島　重夫様　東京立川 RC
会長報告：　　　　　　　　　　　　　　 喜連元昭会長
本日はありません。
幹事報告：　　　　　　　　　　　　　　 小澤崇文幹事
本日はありません。
挨　　拶：　　                   本間奉仕プロジェクト理事　　　　　　 
                                        北島（清）社会奉仕委員長
ニコニコ BOX
な　し
出席報告 :                                   三田出席奨励委員長
    10 月 31 日　在籍 49 名中　出席 38 名   
　 前々回 (10 月 17 日 )　規定休会  
閉会点鐘：                                            喜連元昭会長

                                   
　11 月に入って晴天が続いていたが、市民祭当日は朝
から曇り空で、パレードが開始した午前 10 時ごろには
小雨が落ちてきた。幸い本降りにはならず、市民祭の開
催中はなんとか悪天候を免れた。
　当クラブはパレードに参加したあと、11 時から大学
通りの緑地帯に設置されたテントの中で例会（第 2385
回）を開いた。
　クラブのテントの正面は大学通りの歩道に面してい
る。以前はここで「磯辺焼き」や「ジャガバタ」を販売
して賑わった場所だが、今年度は『おかげさまで 50周年』
のテーマで、ランドセルカバーなど、これまでクラブが
実行してきた事業を紹介していた。
　後日、北島（清）社会奉仕委員長は「展示に関して、もっ
と工夫が必要だった」と反省していたが、次ページの写
真に見るように、事業内容やパネル（千葉会員が制作）
など、市民にアピールする効果は十分に発揮されたよう
に思った。
　また、歩行者天国になった大学通りでは一昨年から始
めた「ミニバルーン」の準備に入った。マットを引き、
机をセットしてバルーンに空気を入れる。３回目ともな
るとみんな手馴れたものだ。みるみる小さな遊戯場が出
来上がった。
　それを見て、すでに何人かの子どもの列ができた。こ
のミニバルーンで遊ぶ子どもは２歳から５歳ぐらいか。
歓声をあげて遊ぶ子と、それを見守る若いパパやママの
顔も楽しそうだ。そして何よりも、そのお世話をされて
いる会員の笑顔も嬉しい。
　それぞれが役割を分担し、途中の交代はあるものの、
午後３時まで活動する会員の姿をみて、奉仕の原点をみ
た思いがした。
　後始末が終わった午後５時から、富士見台の秋広寿司
で「ご苦労さん会」を開催、19 名の会員が出席した。
北島（清）社会奉仕委員長は、早くも正月に開催される『塞
の神どんど焼き』の協力を呼びかけていた。

▲ ミニバルーンには絶えることなく行列ができていた。

▲ 会長・幹事を中心に、市民祭の本部前をパレードするわが会員。
　「創立 50 周年」を紹介するアナウンスもあった。

▲ ミニバルーンの中で歓声をあげて飛び跳ねる子供たち。
　 そのお世話をする会員たちの顔もほころんでいる。
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日　　時：平成 30 年 11 月 7 日（水）　
会　　場：例会場　　
司　　会 : ＳＡＡ    　   　　　　　 　　　　  杉田委員
開会点鐘　　　　 　　　　   　               喜連元昭会長
斉　　唱：国歌斉唱
               ロータリーソング「奉仕の理想」
               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。
会長挨拶  　    　　 　　　　　　            喜連元昭会長
　市民祭に参加された皆様大変お疲れ様でした。今年は
新しい試みとしてロータリーの活動をパネル展示して活
動をＰＲしていただいた。パネルのレイアウト等まだ工
夫の余地があったと思いますが、そのために大変な準備
をされた北島委員長以下各委員の皆様に厚くお礼を申し
上げたいと思います。来年は今回の試みを更に進めて将
来に残るものとしていただけるものと期待しています。
　さて、皆さんも気づいた方は居なかったと思いますが、
市民祭では毎年国立市に功労のあった方を対象に市長か
ら約十名の方に市民表彰というものがあります。今年は
村上会員と木島会員が受賞されました。お二人とも、賞
を受けた理由は長きにわたり見守りを続けてきたことが
評価されたとのことです。木島会員は 20 年以上、村上
会員は 15 年以上も続けてこられているとのことです。
　表彰されることが事前に分かっていれば、パレードの
後の式典にみんなで参加したと思いますが、お二人とも
謙虚な性格なので私も当日聞くまで全く知りませんでし

た。ましてや村上会員にそのような優しい心があったこ
とも失礼ながら実は知りませんでした。意外な面を垣間
見た気持ちです。おめでとうございました。
　さて今月はポリオ撲滅推進月間になっています。ポリ
オ撲滅への取り組みを国際ロータリークラブが始めてか
ら今年で４０年、その間殆どの国でポリオが撲滅され、
今やパキスタン、アフガニスタン、ナイジェリアの三か
国に限定され、あと数百名に予防接種とワクチンが行き
わたれば世界からポリオは撲滅される見込みと聞いてい
ます。それでも完全撲滅までには一千億円近くかかるよ
うで、当クラブからも一人３０㌦寄付を行いました。も
うすぐ世界からポリオがなくなる偉業 Rotary が大いに
貢献した時が迎えられるよう心ある方は寄付を上乗せし
ていただければと思う次第です。
　メールボックスに五十周年記念式典の案内パンフレッ
トが入っています。目下実行委員が手分けして多摩中の
各クラブを説明に巡回しています。問い合わせ等あった
らよろしく案内のほどをお願いします。
幹事報告      　　 　　　　　　　   小澤崇文幹事　
● 11 月のロータリーレートは 1 ドル 112 円です。
●地区ロータリー財団委員会より
ポリオ撲滅チャリティゴルフのご案内
　日時　2019 年 3 月 14 日（木）
　場所　八王子カントリークラブ
　申込　12 月 20 日
●地区奉仕プログラム委員会より

「第 6 回　奉仕のつどい」のご案内
　日時　2019 年 3 月 28 日（木）
　場所　赤坂区民センター
●地区　スポーツ・文化支援委員会より
オリパラ支援ロータリーファミリー研修会
　日時　12 月 9 日（日）
　場所　都立芝商業高等学校
　申込　11 月 25 日まで　定員 200 名
委員長報告      　　 　　　　　　　   
●北島清高社会奉仕委員長　市民祭へのご協力ありがと
うございました。ポリオ撲滅の募金箱には 6,470 円が集
まりました。次はどんど焼きの実行委員となりますので、
今回以上のご協力をお願いします。
●岡田職業奉仕委員　地区の職業奉仕セミナーに行って
まいりました。パネルディスカッション・地区委員長か
ら職業奉仕の歴史・基本的考え方の勉強会があり、とて
も勉強になりました。
●鈴木親睦活動委員長　スポーツ家族例会の収支報告を
配布しましたのでご確認ください。
クラブフォーラム　　　　　　　　  

第 2386 回例会報告
▲ 市民にクラブの事業実績をアピールする小川会員。（撮影・間島）
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理事会報告　　　　　　　　　　　　　   喜連元昭会長
●スポーツ家族例会の収支報告　委員長より報告済
●年忘れ家族例会について　鈴木親睦活動委員長より
12/19(水)パレスホテル立川にて18時点鐘で行います。
詳細はご案内を配布します。ご参加をお願いします。
● 2018 年慶事のお祝いの方
傘寿：時田会員、喜寿：小川会員・喜連元昭会員・秋山
会員、古希：岡田会員、金婚式：喜連元昭・紘子ご夫妻、
銀婚式：遠藤直孝会員・荘原会員、還暦：佐藤会員。そ
の他お気づきの方は幹事迄お知らせください。
●新会員セミナー　吉野情報委員長より
入会 2 年未満の会員を対象にセミナーを年内に開催し
ます。対象者 6 名。出席された方はメイクアップ扱い
とします。日時がきまりましたらご案内をします。
●クラブ代表者選出について　
11/26 開催のクラブ代表者会議には喜連会長が出席す
ることに決定しました。
●クリーン多摩川について　
今年度開催される 11 月と 3 月に各５千円の協賛金で協
力をします。
●指名委員会の選出　次年度の会長ノミニーを指名する
会です。次に指名された委員の方は、例会後に第１回指
名委員会を開催して委員長を決めますのでお残り下さい。
喜連元昭会長・小澤崇文幹事・遠藤常臣会長エレクト・
喜連紘子副幹事・村上会員・小澤谷守会員・内山会員・
本間会員・遠藤直孝会員・長嶋会員
＊その他報告
● 2019 学年度の米山奨学選考委員募集について
　当クラブからの推薦は行いませんでしたのでご了解く
ださい。
●クラブ歴代会長会を 11 月 21 日に開催します。
●新会員の会務分担　小沢国寛会員・佐藤稔会員には、
親睦活動委員会・社会奉仕委員会に所属でお願いいたし
ます。
● 50 周年式典　講演「櫻井よしこ」さんとの契約を行っ
たことをお知らせします。
● 50 周年事業　12 月 20 日 ( 木 )10 時に谷保駅前に
て時計塔の除幕式・11 時に大学通りにて桜の植樹 ( 鍬
入れ式 ) を行います。参加者には紅白饅頭を配布予定で
す。案内は後日配布します。
今月の各種お祝い   　　 　　　     鈴木親睦活動委員長
会員誕生月
杉田和男会員（28 日）　
内山健治会員（24 日）
夫人誕生月

秋廣会員夫人 康子様　　
北島正典会員夫人 緑様
ニコニコＢＯＸ 　　  　 　　　　     長嶋親睦活動委員
●喜連元昭会長　11 月 4 日の市民祭には多くの会員が
参加され準備から実行にご努力された社会奉仕委員会の
皆様、大変ご苦労様でした。また設営什器提供など協力
頂いた会員に感謝します。本日より新会員が正式に登録
され総勢 51 名でスタートです。よろしくお願いします。
●小澤崇文幹事　先日は市民祭、御苦労様でした。
●杉田会員　今月は結婚そして誕生月です。お祝いあり
がとうございます。
●内山会員　誕生祝、ありがとうございました。
●北島正典会員　妻　緑のお誕生日お祝いありがとうご
ざいます。日頃妻には心配をかけているので感謝したい
と思っています。
●千葉会員　バースデープレゼントありがとうございま
す。お米を美味しくいただきます。
●長嶋会員　私事ですが、先月 31 日が私の母の満 100
才の誕生日でした。先日、内閣総理大臣・東京都知事・
町田市長他よりお祝いの記念品を頂き、皆でお祝をする
事ができ、嬉しく思っております。
●本多会員　1 ヶ月遅れになってしまいましたが、誕生
日のお祝ありがとうございます。
●小沢国寛会員　最年少にて国立ロータリーに入会させ
て頂きありがとうございます。若い会員が増えていきま
す様努力致します。
●社会奉仕委員会 ( 北島清高会員・関俊之会員・本多会
員・遠藤久会員・山岡会員 )　秋の市民まつり、ありが
とうございました。皆様の御協力により無事に終りまし
た。次はどんど焼きです。今回以上の御協力をお願い申
し上げます。
＊ニコニコ BOX 合計 34,000 円　累計 875,000 円
出席報告　　　　 　　   　　     木島出席奨励副委員長
　 11 月 7 日　在籍 51 名中　出席 39 名   
　 前々回 (10 月 24 日 )　出席率 97.73％  
閉会点鐘 　　　 　 　 　　　　          　 喜連元昭会長

▲誕生月の杉田会員（左）と内山会員


